
JP 5423676 B2 2014.2.19

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　階層的な分類項目と、当該分類項目に対応するデータ群とに基づいて、前記データ群に
対応する分類項目を複数選択して分類軸として出力するデータ分類システムであって、
　前記分類項目を選択するための基準項目となる分類項目群を予め蓄積する基準項目蓄積
手段と、
　前記基準項目の子孫の分類項目においてデータに少なくとも１つ対応する分類項目の組
合せに基づいて、分類軸候補を作成する分類軸候補作成手段と、
　分類階層における分類項目間の階層的な距離に基づいて、前記分類軸候補作成手段が作
成した分類軸候補について、当該分類軸候補の優先度を計算する優先度計算手段と
を備える、データ分類システム。
【請求項２】
　請求項１に記載のデータ分類システムであって、
　優先度計算手段は、分類項目間の階層的な距離として、分類階層における分類項目間の
共通の先祖まで長さに応じて、優先度を変更する、データ分類システム。
【請求項３】
　請求項１に記載のデータ分類システムであって、
　優先度計算手段は、
　分類階層における分類項目間の階層的な距離を計算し、更に、分類項目の分類階層での
深さ、分類項目群に対応するデータ量、又は分類項目群に対応するデータの重複度合いの
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うちの少なくともいずれか１つに基づいて、分類軸候補の優先度を決定する、データ分類
システム。
【請求項４】
　請求項１に記載のデータ分類システムであって、
　分類軸候補作成手段は、分類項目に対応するデータ量と、分類階層における分類項目間
の階層的な距離とに基づいて、計算対象となる分類軸候補を絞り込む、データ分類システ
ム。
【請求項５】
　請求項１に記載のデータ分類システムであって、
　分類軸候補作成手段は、分類項目に対応するデータ量が所定数以上であるか、又は上位
所定割合以内であるかのうちの少なくともいずれか一方の条件をみたし、且つ分類項目間
の共通の祖先の分類項目までの長さが特定の範囲内となる分類軸を選択する、データ分類
システム。
【請求項６】
　請求項１に記載のデータ分類システムであって、
　分類軸候補作成手段が作成した分類軸候補と、優先度計算手段が計算した優先度とを読
み込み、データ群とともに表示制御する表示制御手段を更に備え、
　前記表示制御手段は、前記分類軸候補を優先度順に表示し、前記分類軸候補を選択する
ことによって分類軸を切り替えて表示し、分類軸内の分類項目を選択することによって、
データ群を選択又は絞り込み可能である、データ分類システム。
【請求項７】
　請求項１に記載のデータ分類システムであって、
　データ群を検索キーワードに基づいて検索し、前記データ群を検索した結果を分類軸候
補作成手段に出力するデータ検索手段を備え、
　前記分類軸候補作成手段は、前記データ検索手段の検索結果に基づいて分類軸候補を作
成し、
　優先度計算手段は、前記データ検索手段が検索したデータ群に対応する分類軸の優先度
を計算する、データ分類システム。
【請求項８】
　請求項１に記載のデータ分類システムであって、
　階層的な分類項目とデータ群とを入力し、入力した分類項目とデータとの対応付けを行
うデータ対応付け手段を備える、データ分類システム。
【請求項９】
　階層的な分類項目と、当該分類項目に対応するデータ群とに基づいて、前記データ群に
対応する分類項目を複数選択して分類軸を作成し、複数の分類軸の組合せを出力するデー
タ分類システムであって、
　前記分類項目を選択するための基準項目となる分類項目群を予め蓄積する基準項目蓄積
手段と、
　前記基準項目の子孫の分類項目においてデータに少なくとも１つ対応する分類項目の組
合せに基づいて分類軸候補を作成し、複数の分類軸候補を組合せることによって、多次元
分類軸候補を作成する多次元分類軸候補作成手段と、
　分類階層における分類項目間の階層的な距離に基づいて、前記多次元分類軸候補作成手
段が作成した多次元分類軸候補について、当該多次元分類軸候補の優先度を計算する多次
元優先度計算手段と
を備える、データ分類システム。
【請求項１０】
　請求項９に記載のデータ分類システムであって、
　多次元優先度計算手段は、分類階層での分類項目間の階層的な距離として、分類階層に
おける分類項目間の共通の先祖までの長さに応じて、多次元分類軸の優先度を変更する、
データ分類システム。
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【請求項１１】
　請求項９に記載のデータ分類システムであって、
　多次元優先度計算手段は、各次元の分類軸の分類階層における分類項目間の階層的な距
離を計算し、更に、各次元の分類軸の分類項目の分類階層での深さ、分類項目群に対応す
るデータ量、又は分類項目群に対応するデータの重複度合いのうちの少なくともいずれか
１つに基づいて、多次元分類軸候補の優先度を決定する、データ分類システム。
【請求項１２】
　請求項９に記載のデータ分類システムであって、
　多次元分類軸候補作成手段は、各次元の分類軸に対応するデータ量と、各次元の分類軸
の分類項目間の階層的な距離とに基づいて、計算対象となる多次元分類軸候補を絞り込む
、データ分類システム。
【請求項１３】
　請求項９に記載のデータ分類システムであって、
　多次元分類軸候補作成手段は、各次元の分類軸の分類項目に対応するデータ量が所定数
以上であるか、又は上位所定割合以内である分類項目を含み、且つ各次元の分類軸の分類
項目間の階層的な距離として分類項目間の共通祖先までの長さが特定の範囲内となる分類
項目を含む多次元分類軸を選択する、データ分類システム。
【請求項１４】
　請求項９に記載のデータ分類システムであって、
　多次元分類軸候補作成手段が作成した多次元分類軸候補と、多次元優先度計算手段が計
算した優先度とを読み込み、データ群とともに一覧形式又は表形式で表示制御する多次元
表示制御手段を備え、
　前記多次元表示制御手段は、前記多次元分類軸候補を選択し、各次元の分類項目を表形
式又は一覧形式に配置して表示し、１つ又は複数の分類項目を選択することによって、選
択した分類項目に対応するデータの数、データ名、データ属性又は特徴語のうちの少なく
ともいずれか１つを表示する、データ分類システム。
【請求項１５】
　請求項９に記載のデータ分類システムであって、
　データ群を検索キーワードに基づいて検索し、前記データ群を検索した結果を多次元分
類軸候補作成手段に出力するデータ検索手段を更に備える、データ分類システム。
【請求項１６】
　請求項９に記載のデータ分類システムであって、
　階層的な分類項目とデータ群とを入力し、入力した分類項目とデータとの対応付けを行
うデータ対応付け手段を更に備える、データ分類システム。
【請求項１７】
　階層的な分類項目と、当該分類項目に対応するデータ群とに基づいて、前記データ群に
対応する分類項目を複数選択して分類軸として出力するデータ分類方法であって、
　前記分類項目を選択するための基準項目となる分類項目群を予めデータベースに蓄積し
、前記基準項目の子孫の分類項目においてデータに少なくとも１つ対応する分類項目の組
合せに基づいて、分類軸候補を作成する分類軸候補作成行程と、
　分類階層における分類項目間の階層的な距離に基づいて、作成した前記分類軸候補につ
いて、当該分類軸候補の優先度を計算する優先度計算行程と
を含む、データ分類方法。
【請求項１８】
　請求項１７に記載のデータ分類方法であって、
　優先度計算行程は、分類項目間の階層的な距離として、分類階層における分類項目間の
共通の先祖まで長さに応じて、優先度を変更する、データ分類方法。
【請求項１９】
　請求項１７に記載のデータ分類方法であって、
　優先度計算行程は、分類階層における分類項目間の階層的な距離を計算し、更に、分類
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項目の分類階層での深さ、分類項目群に対応するデータ量、又は分類項目群に対応するデ
ータの重複度合いのうちの少なくともいずれか１つに基づいて、分類軸候補の優先度を決
定する、データ分類方法。
【請求項２０】
　階層的な分類項目と、当該分類項目に対応するデータ群とに基づいて、前記データ群に
対応する分類項目を複数選択して分類軸を作成し、複数の分類軸の組合せを出力するデー
タ分類方法であって、
　前記分類項目を選択するための基準項目となる分類項目群を予めデータベースに蓄積し
、前記基準項目の子孫の分類項目においてデータに少なくとも１つ対応する分類項目の組
合せに基づいて分類軸候補を作成し、複数の分類軸候補を組合せることによって、多次元
分類軸候補を作成する多次元分類軸候補作成行程と、
　分類階層における分類項目間の階層的な距離に基づいて、作成した前記多次元分類軸候
補について、多次元分類軸候補の優先度を計算する多次元優先度計算行程と
を含む、データ分類方法。
【請求項２１】
　請求項２０に記載のデータ分類方法であって、
　多次元優先度計算行程は、分類階層での分類項目間の階層的な距離として、分類階層に
おける分類項目間の共通の先祖までの長さに応じて、多次元分類軸の優先度を変更する、
データ分類方法。
【請求項２２】
　請求項２０に記載のデータ分類方法であって、
　多次元優先度計算行程は、各次元の分類軸の分類階層における分類項目間の階層的な距
離を計算し、更に、各次元の分類軸の分類項目の分類階層での深さ、分類項目群に対応す
るデータ量、又は分類項目群に対応するデータの重複度合いのうちの少なくともいずれか
１つに基づいて、多次元分類軸候補の優先度を決定する、データ分類方法。
【請求項２３】
　階層的な分類項目と、当該分類項目に対応するデータ群とに基づいて、前記データ群に
対応する分類項目を複数選択して分類軸として出力するためのデータ分類プログラムであ
って、
　前記分類項目を選択するための基準項目となる分類項目群を予め蓄積する基準項目蓄積
手段を備えたコンピュータに、
　前記基準項目の子孫の分類項目においてデータに少なくとも１つ対応する分類項目の組
合せに基づいて、分類軸候補を作成する分類軸候補作成処理と、
　分類階層における分類項目間の階層的な距離に基づいて、作成した前記分類軸候補につ
いて、当該分類軸候補の優先度を計算する優先度計算処理と
を実行させる、データ分類プログラム。
【請求項２４】
　請求項２３に記載のデータ分類プログラムであって、
　コンピュータに、
　優先度計算処理にて、分類項目間の階層的な距離として、分類階層における分類項目間
の共通の先祖まで長さに応じて、優先度を変更する処理を実行させる、データ分類プログ
ラム。
【請求項２５】
　階層的な分類項目と、当該分類項目に対応するデータ群とに基づいて、前記データ群に
対応する分類項目を複数選択して分類軸を作成し、複数の分類軸の組合せを出力するため
のデータ分類プログラムであって、
　前記分類項目を選択するための基準項目となる分類項目群を予め蓄積する基準項目蓄積
手段を備えたコンピュータに、
　前記基準項目の子孫の分類項目においてデータに少なくとも１つ対応する分類項目の組
合せに基づいて分類軸候補を作成し、複数の分類軸候補を組合せることによって、多次元
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分類軸候補を作成する多次元分類軸候補作成処理と、
　分類階層における分類項目間の階層的な距離に基づいて、作成した前記多次元分類軸候
補について、多次元分類軸候補の優先度を計算する多次元優先度計算処理と
を実行させる、データ分類プログラム。
【請求項２６】
　請求項２５に記載のデータ分類プログラムであって、
　コンピュータに、
　多次元優先度計算処理にて、分類階層での分類項目間の階層的な距離として、分類階層
における分類項目間の共通の先祖までの長さに応じて、多次元分類軸の優先度を変更する
処理を実行させる、データ分類プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、データ分類システム、データ分類方法、及びデータ分類プログラムに関する
。
　本願は、２００８年７月３０日に、日本に出願された特願２００８－１９５８９６号に
基づき優先権を主張し、その内容をここに援用する。
【背景技術】
【０００２】
　データ整理を行う場合、大量のデータを整理するために階層的な分類項目を付与するこ
とが多い。例えば、非特許文献１に記載されているデータベースでは、各文献にＭｅＳＨ
タームと呼ばれる階層的な分類項目が付与されている。また、例えば、特許庁が運営する
特許データベースにおいても、各特許文献にＦターム等の階層的な分類項目を複数付与し
ている。以下、このようなデータに付与される階層的な分類項目を分類階層という。
【０００３】
　また、非特許文献２には、上記のような分類階層を付与した文書群を閲覧できる関連技
術が記載されている。非特許文献２には、ＯＬＡＰとよばれる多面的なデータ表示方法を
拡張し、階層が非常に大きな場合でも高速に処理できるようにしたシステムが記載されて
いる。非特許文献２に記載された関連技術では、ユーザが分類項目を選択することにより
、その分類項目に含まれるデータ件数等を高速に表示することができる。また、非特許文
献２に記載された関連技術では、縦軸の分類項目と横軸の分類項目とをユーザが選択し、
その結果を表形式で表示する。
【０００４】
　上記のようにすることにより、非特許文献２に記載された関連技術では、複数の分類項
目が付与されている文書を一覧表示することができる。以下、データを表示する際に用い
る一定の意味的なまとまりをもった分類項目群を分類軸という。
【０００５】
　しかし、分類階層が非常に大きい場合、ユーザがどの分類項目を選んだらよいのか判断
するのは難しい。例えば、非特許文献２に記載されたシステムで用いている文書群では、
文書数が約５０万件存在し、分類項目数が約３４万分類存在する。従って、この分類階層
中から表示したい分類項目をユーザが選択することは非常に困難である。
【０００６】
　また、非特許文献３には、関連する分類項目選択方法が記載されている。非特許文献３
には、文書検索において検索結果文書リストとともに、それら検索結果文書リストに関連
する分類軸を表示する方法が示されている。非特許文献３に記載された方法では、キーワ
ードを入力して文書を検索し、検索結果文書を表示するとともに、検索結果文書群に予め
付与された分類項目を複数表示し分類軸とする。また、分類軸を表示する際に、表示領域
が限られているため分類項目を選択する。
【０００７】
　また、非特許文献３には、分類項目のうち、検索結果文書が多い分類項目から順番に決
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められた上限まで選択する方法や、検索結果文書群を最も多く表示できる分類項目の組合
せを選択する方法が記載されている。更に、非特許文献３には、全てのコンテンツを表示
するクリック回数等のコストを最小にする方法が示されている。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００８】
【非特許文献１】“PubMed”、National Center for Biotechnology Information、［平
成２０年７月４日検索］、インターネット＜ＵＲＬ：http://www.ncbi.nlm.nih.gov/site
s/entrez?db=PubMed＞
【非特許文献２】猪口、武田、“テキスト分析のためのＯＬＡＰシステム”、情報処理学
会論文誌、vol.48、No.SIG11(TOD34)、p.58-p.68
【非特許文献３】Wisam Dakka, Panagiotis G. Ipeirotis, Kenneth R. Wood,“Automati
c Construction of Multifaceted Browsing Interfaces”, Proc.of CIKM’05, p.768-p.
775.
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　しかし、非特許文献１～非特許文献３に記載された関連技術を用いたとしても、データ
の分布に基づいたデータ分類を行っているにすぎず、ユーザにわかりやすい分類項目を選
択できない。その理由は、非特許文献１～非特許文献３に記載された関連技術では、分類
項目の階層間の意味的な独立性を考慮していないためである。
【００１０】
　分類軸を用いて概要把握や絞り込みを行う場合、分類軸内の分類項目間において、ある
程度独立した意味の語が含まれることが望ましい。なぜなら、類似した分類項目間では、
ユーザがその分類項目間の違いを理解できないためである。また、類似した分類項目間で
は、同じデータが対応していることが多く、概要把握や絞り込みを行う場合には使いにく
い。
【００１１】
　例えば、図８に示す分類階層の場合について考える。なお、図８に示す分類階層は、例
えば、文献「Wikimedia Foundation Inc., Wikipedia, http://ja.wikipedia.org/」に記
載されている。図８に示す例では、この分類階層は分類項目「主要カテゴリー」を根とし
、各ノードは分類項目を示している。また、図中に示す矢印は、分類項目間の親子関係を
示している。また、図中に示す「・・・」は、その他のノード又は部分階層があることを
示している。
【００１２】
　分類階層は、理想的には、木構造、又はダイレクト・アサイクリック・グラフ構造（方
向ありサイクルなしのグラフ構造）であることが望ましい。図８に示す例では、分類項目
「家族」と「家庭」は、類似した分類項目である。そのため、もしこの２つの分類項目が
選択されてしまうと、対応するデータも似ていることが予想されるので、概要の把握や絞
り込みを行う場合には使いにくい。この他にも、「外交」と「行政」や、「家族法」と「
親族」、「政府」と「官公庁」等は、類似した分類項目であり、概要の把握や絞り込みを
行う場合には使いにくい。
【００１３】
　上記のように、分類階層はアドホックに作成されることが多いため、このように似た分
類項目が同じ階層に出現することが多い。また、ある検索キーワードを用いて検索した結
果データに基づいて分類項目を選択する場合にも、データ分布に基づいて選択を行うと、
類似した分類項目が選ばれる。例えば、検索キーワード「家族」を用いて検索した結果を
考える。この場合、このキーワード「家族」に適合するデータは、分類階層の「家族」や
「家庭」に所属するデータが最も多いと思われる。従って、データ分布を利用してデータ
量が最も多い分類項目を数個選択すると、「家族」や「家庭」が選ばれることになる。よ
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って、分類項目間の意味的な独立性を考慮して、分類項目を選択できるようにすることが
望ましい。
【００１４】
　そこで、本発明が解決しようとする課題は、分類階層とその分類項目とに対応するデー
タ群が与えられたときに、分類階層における分類項目間の階層的な距離に基づいてその独
立性を考慮して、ユーザに対してわかりやすい分類軸を提供することのできるデータ分類
システム、データ分類方法、及びデータ分類プログラムを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　本発明は、上述の課題を解決するために為されたものであり、本発明に係るデータ分類
システムは、階層的な分類項目と、当該分類項目に対応するデータ群とに基づいて、前記
データ群に対応する分類項目を複数選択して分類軸として出力するデータ分類システムで
あって、前記分類項目を選択するための基準項目となる分類項目群を予め蓄積する基準項
目蓄積手段と、前記基準項目の子孫の分類項目においてデータに少なくとも１つ対応する
分類項目の組合せに基づいて、分類軸候補を作成する分類軸候補作成手段と、分類階層に
おける分類項目間の階層的な距離に基づいて、前記分類軸候補作成手段が作成した分類軸
候補について、当該分類軸候補の優先度を計算する優先度計算手段と、を備える。
【００１６】
　本発明に係るデータ分類システムの他の態様は、階層的な分類項目と、当該分類項目に
対応するデータ群とに基づいて、前記データ群に対応する分類項目を複数選択して分類軸
を作成し、複数の分類軸の組合せを出力するデータ分類システムであって、前記分類項目
を選択するための基準項目となる分類項目群を予め蓄積する基準項目蓄積手段と、前記基
準項目の子孫の分類項目においてデータに少なくとも１つ対応する分類項目の組合せに基
づいて分類軸候補を作成し、複数の分類軸候補を組合せることによって、多次元分類軸候
補を作成する多次元分類軸候補作成手段と、分類階層における分類項目間の階層的な距離
に基づいて、前記多次元分類軸候補作成手段が作成した多次元分類軸候補について、当該
多次元分類軸候補の優先度を計算する多次元優先度計算手段と、を備えるものとしてもよ
い。
【００１７】
　本発明に係るデータ分類方法は、階層的な分類項目と、当該分類項目に対応するデータ
群とに基づいて、前記データ群に対応する分類項目を複数選択して分類軸として出力する
データ分類方法であって、前記分類項目を選択するための基準項目となる分類項目群を予
めデータベースに蓄積し、前記基準項目の子孫の分類項目においてデータに少なくとも１
つ対応する分類項目の組合せに基づいて、分類軸候補を作成する分類軸候補作成行程と、
分類階層における分類項目間の階層的な距離に基づいて、作成した前記分類軸候補につい
て、当該分類軸候補の優先度を計算する優先度計算行程と、を含む。
【００１８】
　本発明に係るデータ分類方法の他の態様は、階層的な分類項目と、当該分類項目に対応
するデータ群とに基づいて、前記データ群に対応する分類項目を複数選択して分類軸を作
成し、複数の分類軸の組合せを出力するデータ分類方法であって、前記分類項目を選択す
るための基準項目となる分類項目群を予めデータベースに蓄積し、前記基準項目の子孫の
分類項目においてデータに少なくとも１つ対応する分類項目の組合せに基づいて分類軸候
補を作成し、複数の分類軸候補を組合せることによって、多次元分類軸候補を作成する多
次元分類軸候補作成行程と、分類階層における分類項目間の階層的な距離に基づいて、作
成した前記多次元分類軸候補について、多次元分類軸候補の優先度を計算する多次元優先
度計算行程と、を含むものとしてもよい。
【００１９】
　本発明に係るデータ分類プログラムは、階層的な分類項目と、当該分類項目に対応する
データ群とに基づいて、前記データ群に対応する分類項目を複数選択して分類軸として出
力するためのデータ分類プログラムであって、前記分類項目を選択するための基準項目と
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なる分類項目群を予め蓄積する基準項目蓄積手段を備えたコンピュータに、前記基準項目
の子孫の分類項目においてデータに少なくとも１つ対応する分類項目の組合せに基づいて
、分類軸候補を作成する分類軸候補作成処理と、分類階層における分類項目間の階層的な
距離に基づいて、作成した前記分類軸候補について、当該分類軸候補の優先度を計算する
優先度計算処理と、を実行させる。
【００２０】
　本発明に係るデータ分類プログラムの他の態様は、階層的な分類項目と、当該分類項目
に対応するデータ群とに基づいて、前記データ群に対応する分類項目を複数選択して分類
軸を作成し、複数の分類軸の組合せを出力するためのデータ分類プログラムであって、前
記分類項目を選択するための基準項目となる分類項目群を予め蓄積する基準項目蓄積手段
を備えたコンピュータに、前記基準項目の子孫の分類項目においてデータに少なくとも１
つ対応する分類項目の組合せに基づいて分類軸候補を作成し、複数の分類軸候補を組合せ
ることによって、多次元分類軸候補を作成する多次元分類軸候補作成処理と、分類階層に
おける分類項目間の階層的な距離に基づいて、作成した前記多次元分類軸候補について、
多次元分類軸候補の優先度を計算する多次元優先度計算処理と、を実行させてもよい。
【発明の効果】
【００２１】
　本発明によれば、優先度計算手段が分類項目間の階層的な距離に基づいて、独立性を考
慮して分類軸候補の優先度を決定する。そのため、分類階層に似た分類項目がある場合で
あっても、ユーザに対してわかりやすい分類軸を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】本発明に係るデータ分類システムの構成の一例を示すブロック図である。
【図２】分類階層蓄積部が記憶する情報の一例を示す図である。
【図３】基準項目蓄積部が記憶する情報の一例を示す図である。
【図４】データ蓄積部が記憶する情報の一例を示す図である。
【図５】データ分類システムが行うデータ分類処理の一例を示す流れ図である。
【図６】図６（Ａ）は、分類軸ＩＤ、基準項目、分類項目群及びスコアを対応付けたレコ
ードを含むテーブルの例を示す図である。図６（Ｂ）は、分類軸ＩＤ、分類項目及びデー
タＩＤ群を対応付けたレコードを含むテーブルの例を示す図である。
【図７】第２の実施形態におけるデータ分類システムの構成の一例を示すブロック図であ
る。
【図８】分類階層の例を示す図である。
【図９】第２の実施形態におけるデータ分類システムが行うデータ分類処理の一例を示す
流れ図である。
【図１０】図１０（Ａ）は、分類項目別データ数表の例を示す図である。図１０（Ｂ）は
、データ別分類項目数表の例を示す図である。
【図１１】図１１（Ａ）は、分類項目別データ数表の他の例を示す図である。図１１（Ｂ
）は、データ別分類項目数表の他の例を示す図である。
【図１２】第３の実施形態におけるデータ分類システムの構成の一例を示すブロック図で
ある。
【図１３】第３の実施形態におけるデータ分類システムが行うデータ分類処理の一例を示
す流れ図である。
【図１４】分類軸候補絞込み手段における計算過程の一例を示す図である。
【図１５】第４の実施形態におけるデータ分類システムの構成の一例を示すブロック図で
ある。
【図１６】表示手段が一覧形式で表示する情報の例を示す図である。
【図１７】表示手段が表形式で表示する情報の例を示す図である。
【図１８】第５の実施形態におけるデータ分類システムの構成の一例を示すブロック図で
ある。
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【図１９】第５の実施形態におけるデータ分類システムが行うデータ分類処理の一例を示
す流れ図である。
【図２０】図２０（Ａ）は、次元ＩＤと分類軸ＩＤ群とスコアとを対応づけたレコードを
含むテーブルの例を示す図である。図２０（Ｂ）は、分類軸ＩＤと基準項目と分類項目群
とを対応付けたレコードを含むテーブルの例を示す図である。図２０（Ｃ）は、分類軸Ｉ
Ｄと分類項目とデータＩＤ群とを対応付けたレコードを含むテーブルの例を示す図である
。
【図２１】第６の実施形態におけるデータ分類システムの構成の一例を示すブロック図で
ある。
【図２２】図２２（Ａ）は、分類項目別データ数表の例を示す図である。図２２（Ｂ）は
、データ別分類項目数表の例を示す図である。
【図２３】第７の実施形態におけるデータ分類システムの構成の一例を示すブロック図で
ある。
【図２４】第８の実施形態におけるデータ分類システムの構成の一例を示すブロック図で
ある。
【図２５】多次元表示手段が一覧形式で表示する情報の例を示す図である。
【図２６】多次元表示手段が表形式で表示する情報の例を示す図である。
【図２７】第９の実施形態におけるデータ分類システムの構成の一例を示すブロック図で
ある。
【図２８】第１０の実施形態におけるデータ分類システムの構成の一例を示すブロック図
である。
【図２９】データ分類システムの最小の構成例を示すブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　以下、具体的な実施形態を参照しながら、本発明について説明する。当業者であれば、
本発明の記載を基に、多様な異なる実施形態を採り得るであろうし、本発明は、説明の目
的で図示された実施形態に限定されるものではない。
【００２４】
　以下、本発明の実施形態について説明する。まず、本発明によるデータ分類システムの
概要について説明する。データ分類を行う場合、類似する分類項目は兄弟関係をもつ分類
項目となることが多い。従って、分類項目の意味的な独立性を考慮するため、本発明では
、分類項目間の階層的な距離を用いる。
【００２５】
　本発明によるデータ分類システムは、分類階層とその分類項目に対応するデータ群とが
与えられたときに、分類階層における分類項目間の階層的な距離に基づいて、その独立性
を考慮して分類項目の優先度を決定する。具体的には、データ分類システムは、分類軸候
補作成手段と、指標計算手段とを備える。分類軸候補作成手段は、少なくとも特定個数以
上のデータと対応する分類項目との特定個数の組合せを分類軸候補として作成する。また
、指標計算手段は、分類軸候補を受け取り（入力し）、その分類項目間の階層的な距離に
基づいて優先度を計算するように動作する。
【００２６】
　上記のような構成を採用し、指標計算手段が分類項目間の独立性を考慮することにより
、ユーザに対してわかりやすい分類軸を提供するという本発明の目的を達成することがで
きる。
【００２７】
　また、本発明によるデータ分類システムは、分類軸候補絞込み手段と、指標計算手段と
を備える。分類階層とその分類項目に対応するデータ群が与えられたときに、分類軸候補
絞込み手段は、分類項目に対応するデータ量と分類項目間の階層的な距離とが特定の条件
を満たすように分類軸候補を作成する。また、指標計算手段は、分類階層における分類項
目間の階層的な距離に基づいてその独立性を考慮して、分類軸候補の優先度を決定する。
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【００２８】
　また、本発明によるデータ分類システムは、分類軸候補絞込み手段と、第２指標計算手
段とを備える。分類階層とその分類項目に対応するデータ群が与えられたときに、分類軸
候補絞込み手段は、分類項目に対応するデータ量と分類項目間の階層的な距離とが特定の
条件を満たすように分類軸候補を作成する。また、第２指標計算手段は、分類階層におけ
る分類項目間の階層的な距離に基づいてその独立性を考慮し、分類項目の分類階層での深
さに基づいてその具体性を考慮し、分類項目に対応するデータ量に基づいて網羅性を考慮
し、データの重複度合いに基づいて一意性を考慮して、分類軸候補の優先度を決定する。
【００２９】
　また、本発明によるデータ分類システムは、分類軸候補絞込み手段と、第２指標計算手
段と、表示手段とを備える。分類階層とその分類項目に対応するデータ群が与えられたと
きに、分類軸候補絞込み手段は、分類項目に対応するデータ量と分類項目間の階層的な距
離とが特定の条件を満たすように分類軸候補を作成する。また、第２指標計算手段は、分
類階層における分類項目間の階層的な距離に基づいてその独立性を考慮し、分類項目の分
類階層での深さに基づいてその具体性を考慮し、分類項目に対応するデータ量に基づいて
網羅性を考慮し、データの重複度合いに基づいて一意性を考慮して、分類軸候補の優先度
を決定する。また、表示手段は、分類軸候補のうち優先度が高いものを分類軸として用い
て、データ一覧と分類軸内の分類項目群とを表示する。
【００３０】
　また、本発明によるデータ分類システムは、多次元分類軸候補作成手段と、多次元分類
軸指標計算手段とを備える。分類階層とその分類項目に対応するデータ群が与えられたと
きに、多次元分類軸候補作成手段は、複数の分類項目の組合せに基づいて分類軸を作成し
、分類軸の組合せによって多次元分類軸を作成する。また、多次元分類指標計算手段は、
各次元の分類軸の分類項目間の階層的な距離を用いて、多次元分類軸候補の優先度を計算
する。
【００３１】
　また、本発明によるデータ分類システムは、多次元分類軸候補作成手段と、第２の多次
元分類軸指標計算手段とを備える。分類階層とその分類項目に対応するデータ群が与えら
れたときに、多次元分類軸候補作成手段は、複数の分類項目の組合せに基づいて分類軸を
作成し、分類軸の組合せによって多次元分類軸を作成する。また、第２の多次元分類指標
計算手段は、各次元の分類軸の分類項目間の階層的な距離だけでなく、各次元の分類軸の
分類候補の分類階層での深さ、対応するデータ量、又は対応するデータの重複度合いのう
ちの少なくともいずれか１つを用いて、多次元分類軸候補の優先度を決定する。
【００３２】
　また、本発明によるデータ分類システムは、多次元分類軸候補絞込み手段と、第２の多
次元分類軸指標計算手段とを備える。分類階層とその分類項目に対応するデータ群が与え
られたときに、多次元分類軸候補絞込み手段は、分類項目に対応するデータ量と分類項目
間の階層的な距離の条件とを満たす分類項目に基づいて分類軸を作成し、分類軸の組合せ
によって多次元分類軸を作成する。また、第２の多次元分類指標計算手段は、各次元の分
類軸の分類項目間の階層的な距離だけでなく、各次元の分類軸の分類候補の分類階層での
深さ、対応するデータ量、又は対応するデータの重複度合いのうちの少なくともいずれか
１つを用いて、多次元分類軸候補の優先度を決定する。
【００３３】
　また、本発明によるデータ分類システムは、多次元分類軸候補絞込み手段と、第２の多
次元分類軸指標計算手段と、多次元表示手段とを備える。分類階層とその分類項目に対応
するデータ群が与えられたときに、多次元分類軸候補絞込み手段は、分類項目に対応する
データ量と分類項目間の階層的な距離の条件とを満たす分類項目に基づいて分類軸を作成
し、分類軸の組合せによって多次元分類軸を作成する。また、第２の多次元分類指標計算
手段は、各次元の分類軸の分類項目間の階層的な距離だけでなく、各次元の分類軸の分類
候補の分類階層での深さ、対応するデータ量、又は対応するデータの重複度合いのうちの
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少なくともいずれか１つを用いて、多次元分類軸候補の優先度を決定する。また、多次元
表示手段は、各次元の分類軸とその分類項目とを表示し、分類項目の１つ又は複数を選択
することによってデータ群を絞り込み、データ一覧を表示する。
【００３４】
　また、本発明によるデータ分類システムは、データ検索手段と、多次元分類軸候補絞込
み手段と、第２の多次元分類軸指標計算手段と、多次元表示手段とを備える。分類階層と
その分類項目に対応するデータ群が与えられたときに、データ検索手段は、データを検索
し検索結果データ群を絞り込む。また、多次元分類軸候補絞込み手段は、分類項目に対応
する検索結果データ量と分類項目間の階層的な距離の条件とを満たす分類項目に基づいて
分類軸を作成し、分類軸の組合せによって多次元分類軸を作成する。また、第２の多次元
分類指標計算手段は、各次元の分類軸の分類項目間の階層的な距離だけでなく、各次元の
分類軸の分類候補の分類階層での深さ、対応する検索結果データ量、又は対応する検索結
果データの重複度合いのうちの少なくともいずれか１つを用いて、多次元分類軸候補の優
先度を決定する。また、多次元表示手段は、各次元の分類軸とその分類項目とを表示し、
分類項目の１つ又は複数を選択することによってデータ群を絞り込み、検索結果データ一
覧を表示する。
【００３５】
　また、本発明によるデータ分類システムは、データ対応付け手段と、データ検索手段と
、多次元分類軸候補絞込み手段と、第２の多次元分類軸指標計算手段と、多次元表示手段
とを備える。分類階層とその分類項目に対応するデータ群が与えられたときに、データ対
応付け手段は、分類項目とデータとの対応付けがないデータ、又は対応付けが不十分なデ
ータに対して対応付けを行う。また、データ検索手段は、データを検索し検索結果データ
群を絞り込む。また、多次元分類軸候補絞込み手段は、分類項目に対応する検索結果デー
タ量と分類項目間の階層的な距離の条件とを満たす分類項目に基づいて分類軸を作成し、
分類軸の組合せによって多次元分類軸を作成する。また、第２の多次元分類指標計算手段
は、各次元の分類軸の分類項目間の階層的な距離だけでなく、各次元の分類軸の分類候補
の分類階層での深さ、対応する検索結果データ量、又は対応する検索結果データの重複度
合いのうちの少なくともいずれか１つを用いて、多次元分類軸候補の優先度を決定する。
また、多次元表示手段は、各次元の分類軸とその分類項目とを表示し、分類項目の１つ又
は複数を選択することによってデータ群を絞り込み、検索結果データ一覧を表示する。
【００３６】
（第１の実施形態）
　次に、本発明の第１の実施形態について図面を参照して説明する。図１は、本発明によ
るデータ分類システムの構成の一例を示すブロック図である。図１に示すように、データ
分類システムは、入力手段１０１と、分類軸候補作成手段１０２と、指標計算手段１０３
と、出力手段１０４と、分類階層蓄積部２０１と、基準項目蓄積部２０２と、データ蓄積
部２０３と、を含む。
【００３７】
　本実施形態において、データ分類システムは、具体的には、プログラムに従って動作す
るパーソナルコンピュータ等の情報処理装置によって実現される。なお、データ分類シス
テムは、１つの情報処理装置にかぎらず、例えば、複数の情報処理装置を用いて実現され
てもよい。
【００３８】
　分類階層蓄積部２０１は、具体的には、磁気ディスク装置や光ディスク装置等のデータ
ベース装置によって実現される。分類階層蓄積部２０１は、分類階層とその階層関係とを
示す情報を予め蓄積する。図２は、分類階層蓄積部２０１が記憶する情報の一例を示す図
である。図２に示すように、分類階層蓄積部２０１は、各レコードを親子関係とし、親分
類項目と子分類項目群とを対応付けて含むテーブルを記憶する。
【００３９】
　なお、図２に示すテーブルは、例えば、データ整理のために、システム管理者等によっ
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て予め作成され、分類階層蓄積部２０１に蓄積される。また、例えば、データ分類システ
ムは、文書データベース等に蓄積するデータに基づいて分類項目を自動抽出してテーブル
を作成し、分類階層蓄積部２０１に記憶させるようにしてもよい。
【００４０】
　図２に示す例において、親分類項目は、親子関係の親となる分類項目を表す。また、子
分類項目群は、「、」を区切り文字として子の分類項目群を示す。なお、図中の「・・・
」は、記載の省略を表している。
【００４１】
　なお、図２に示す記憶方法は一例であり、分類階層蓄積部２０１は、例えば、子の分類
項目をレコード毎に分割して記憶してもよいし、階層構造データとして記憶してもよい。
本実施の形態では、表現を簡単にするために、図２に示すように表現している。
【００４２】
　基準項目蓄積部２０２は、具体的には、磁気ディスク装置や光ディスク装置等のデータ
ベース装置によって実現される。基準項目蓄積部２０２は、分類軸の基準となる分類項目
名を予め蓄積する。図３は、基準項目蓄積部２０２が記憶する情報の一例を示す図である
。図３に示すように、基準項目蓄積部２０２は、基準項目のリストを記憶する。
【００４３】
　なお、基準項目蓄積部２０２に記憶させる基準項目は、分類階層蓄積部２０１が記憶す
る分類項目から予め選択する。なお、この場合、例えば、システム管理者等によって予め
選択され基準項目蓄積部２０２に蓄積されてもよいし、データ分類システムが分類階層蓄
積部２０１から自動抽出して基準項目蓄積部２０２に記憶させてもよい。
【００４４】
　データ蓄積部２０３は、具体的には、磁気ディスク装置や光ディスク装置等のデータベ
ース装置によって実現される。データ蓄積部２０３は、分類項目とデータの対応関係とを
予め蓄積する。また、データ蓄積部２０３は、データのその他の属性である作成日等の属
性情報やコンテンツ実体等を蓄積してもよい。図４は、データ蓄積部２０３が記憶する情
報の一例を示す図である。図４に示すように、データ蓄積部２０３は、データＩＤ、コン
テンツ、及び対応分類項目を対応づけて含むレコードを記憶するデータベースである。
【００４５】
　なお、図４に示す例において、図中の「・・・」は、記載の省略を表している。また、
図４に示す例において、データＩＤは、データを識別するための識別子である。また、対
応分類項目は、データＩＤで識別されるデータに対応する分類項目を、「、」区切りを用
いて示している。なお、図４に示す記憶方法は一例であり、データ蓄積部２０３は、コン
テンツ以外の作成日等の属性を示す属性情報を含むレコードを記憶してもよい。
【００４６】
　なお、上記に示すデータは、例えば、システム管理者等によって予め収集され、データ
蓄積部２０３に蓄積される。また、例えば、データ分類システムは、ネットワークを介し
て文書データベース等に蓄積されるデータを収集し、データ蓄積部２０３に記憶させるよ
うにしてもよい。
【００４７】
　入力手段１０１は、具体的には、プログラムに従って動作する情報処理装置のＣＰＵ、
キーボードやマウス等の入力デバイス、及び入出力インタフェース部によって実現される
。入力手段１０１は、ユーザ操作に従って、各種情報を入力する機能を備える。又は、入
力手段１０１は、他のシステムからの入力情報を受け取る（入力する）機能を備える。な
お、本実施形態では、データ分類システムにおいて、入力手段１０１は、ユーザ操作に従
って、分類項目数Ｎを受け取る（入力する）ものとする。
【００４８】
　分類軸候補作成手段１０２は、具体的には、プログラムに従って動作する情報処理装置
のＣＰＵによって実現される。分類軸候補作成手段１０２は、入力手段１０１から分類項
目数Ｎを受け取り（入力し）、基準項目蓄積部２０２が記憶する基準項目と、分類階層蓄
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積部２０１が記憶する分類項目と、データ蓄積部１０３が記憶する情報とに基づいて、基
準項目の子孫となる分類項目から分類項目数Ｎ個の組合せ群を分類軸の候補として作成す
る機能を備える。ただし、分類軸候補作成手段１０２は、データが所定個数以上対応づけ
られている分類項目を用いて、分類軸の候補を作成するものとする。
【００４９】
　また、分類軸候補作成手段１０２は、分類項目のデータ個数をカウントする際に、その
子孫の分類項目のデータ個数もカウントする。また、分類軸候補作成手段１０２は、先祖
と子孫の関係にある分類項目の組合せを作成しなくてもよい。なぜなら、先祖の分類項目
が子孫の分類項目のデータを包含すると考えられるからである。
【００５０】
　指標計算手段１０３は、具体的には、プログラムに従って動作する情報処理装置のＣＰ
Ｕによって実現される。指標計算手段１０３は、分類軸候補作成手段１０２から分類軸候
補を受け取り（入力し）、分類階層蓄積部２０１が記憶する情報と、データ蓄積部２０３
が記憶する情報とを参照して、分類軸候補の優先度を計算する機能を備える。
【００５１】
　指標計算手段１０３は、優先度を、分類項目の分類階層での階層的な距離に基づいて計
算する。ここで、「分類項目間の階層的な距離」とは、共通する祖先までの最短のパス長
や最長のパス長、又は共通の子孫までの最短のパス長や最長のパス長等である。また、指
標計算手段１０３は、優先度として、分類軸の各分類項目間の階層的な距離の平均や、最
大、最小等の値を求める。
【００５２】
　本実施形態では、指標計算手段１０３は、分類項目間の階層的な距離として、共通する
祖先までの最短パス長を求め、優先度として、階層的な距離の平均の値を求めるものとす
る。そのようにすることで、階層的な距離が長い方の分類軸の方が、意味的に独立してい
るということができる。
【００５３】
　出力手段１０４は、具体的には、プログラムに従って動作する情報処理装置のＣＰＵ、
ディスプレイ装置等の表示装置、及び入出力インタフェース部によって実現される。出力
手段１０４は、指標計算手段１０３から、分類軸候補と優先度とのペアを受け取る（入力
する）機能を備える。また、出力手段１０４は、入力した分類軸候補と優先度とのペアを
、分類項目と対応するデータとともに出力する機能を備える。なお、出力手段１０４が出
力する分類軸数は予め決められていてもよい。また、出力手段１０４は、出力方法として
、ディスプレイ装置等の表示装置に表示してもよいし、記憶媒体（例えば、ＣＤ－ＲＯＭ
）や別なプログラムにファイル出力するようにしてもよい。
【００５４】
　なお、本実施形態において、データ分類システムを実現する情報処理装置の記憶装置（
図示せず）は、データ分類を行うための各種プログラムを記憶している。例えば、データ
分類システムを実現する情報処理装置の記憶装置は、コンピュータに、基準項目の子孫の
分類項目においてデータに少なくとも１つ対応する分類項目の組合せに基づいて、分類軸
候補を作成する分類軸候補作成処理と、分類階層における分類項目間の階層的な距離に基
づいて、作成した分類軸候補について、当該分類軸候補の優先度を計算する優先度計算処
理とを実行させる、データ分類プログラムを記憶している。
【００５５】
　次に、動作ついて説明する。図５は、データ分類システムが行うデータ分類処理の一例
を示す流れ図である。
【００５６】
　まず、データ分類システムの入力手段１０１は、ユーザの操作に従って、分類項目数Ｎ
を受け取る（ステップＳ１）。例えば、入力手段１０１は、分類項目数としてＮ＝３を入
力する。次に、分類軸候補作成手段１０２は、基準項目蓄積部２０２から、分類軸の基準
項目を取得（抽出）する（ステップＳ２）。例えば、図３に示す例において、分類軸候補
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作成手段１０２は、基準項目蓄積部２０２から、「社会」、「自然」及び「文化」等の情
報を抽出する。
【００５７】
　次に、分類軸候補作成手段１０２は、分類階層蓄積部２０１が記憶する情報と、データ
蓄積部２０３が記憶する情報とを参照し、基準項目の子孫で特定個数以上のデータと対応
づけられている分類項目を抽出して、分類項目数分の組合せで分類軸候補を作成する（ス
テップＳ３）。ただし、分類軸候補作成手段１０２は、先祖子孫関係の分類項目を含む場
合には、その分類項目については分類軸候補作成の対象としない。
【００５８】
　例えば、分類項目数がＮ＝３であり、分類階層蓄積部２０１が図２に示す情報を記憶し
ているとともに、データ蓄積部２０３が図４に示す情報を記憶している場合を考える。こ
の場合、分類軸候補作成手段１０２は、所定対応データ個数が２である場合、基準項目「
社会」の子孫から全ての３つ組みを分類軸候補として作成する。
【００５９】
　なお、以下、分類軸を「（基準項目：分類項目リスト）」のように表現するものとする
。例えば、分類軸（社会：家庭、家族、健康）や、（社会：家庭、家族、政治）、（社会
：家庭、家族、外交）、（社会：家庭、家族、医療）、（社会：家庭、家族、医学）、（
社会：家庭、家族、移植）、（社会：家庭、健康、政治）等のように表現する。この場合
、分類軸候補作成手段１０２は、（社会：家庭、家族、生活）のように、先祖と子孫との
関係の分類項目を含む分類軸については、分類軸候補として作成しなくてもよい。また、
分類軸候補作成手段１０２は、対応データ数が所定回数２に満たない分類項目「行政」を
含む分類軸についても、分類軸候補として作成しなくてもよい。
【００６０】
　次に、指標計算手段１０３は、分類軸候補作成手段１０２から分類軸候補を取得（入力
）し、分類階層蓄積部２０１が記憶する情報を参照して、各分類軸の優先度を計算する（
ステップＳ４）。なお、優先度の計算を行う場合、本実施形態では、指標計算手段１０３
は、分類項目の意味的な独立性を図るため、分類項目間の階層的な距離の平均値を計算す
る。ここで、本実施形態では、指標計算手段１０３は、分類項目間の階層的な距離として
、分類項目間で共通する先祖分類項目までの最短パスを求めるものとする。
【００６１】
　具体的には、指標計算手段１０３は、優先度を、以下の式（１）を用いて求める。
【００６２】
　優先度（Ｘ：Ｃ）
＝１／Ｍａｘ（Ｘ）×１／（２×組合せ数）×ΣＣｏｍＤｉｓｔ（ｃｉ，ｃｊ）
・・・式（１）
【００６３】
　ここで、式（１）において、Ｘは基準項目を示し、Ｃは分類項目群を示している。また
、ｃｉ，ｃｊは、それぞれ分類項目群内のｉ番目の分類項目及びｊ番目の分類項目を示し
ている。また、Ｍａｘ（Ｘ）は、基準項目Ｘの子孫の分類項目で最も深い分類項目までの
深さを示している。また、ＣｏｍＤｉｓｔ（ｃｉ，ｃｊ）は、分類項目ｃｉとｃｊとの距
離を示している。更に、組合せ数は、分類項目群Ｃから２つを選択する組合せ回数である
。なお、式（１）において、平均値をＭａｘ（Ｘ）で除算している理由は、基準項目によ
って深さが異なるためである。
【００６４】
　例えば、指標計算手段１０３は、式（１）を用いて、分類軸（社会：家庭、家族、健康
）の優先度を、次の式（２）のように計算する。この場合、分類項目数N＝３であるので
、組合せ数は３である。また、図２に示す分類階層の場合、基準項目「社会」の子孫の分
類項目で最も深い分類項目が２である。
【００６５】
　優先度（社会：家庭、家族、健康）
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＝１／２×１／６×（ＣｏｍＤｉｓｔ（家庭，家族）＋ＣｏｍＤｉｓｔ（家庭，健康）＋
ＣｏｍＤｉｓｔ（家族，健康））
・・・式（２）
【００６６】
　指標計算手段１０３は、分類項目「家族」と「家庭」との共通先祖が「生活」であるの
で、ＣｏｍＤｉｓｔ（家庭，家族）＝２と求める。また、指標計算手段１０３は、その他
の組合せも共通先祖が「生活」であるので、全て２と求める。従って、指標計算手段１０
３は、分類軸（社会：家庭、家族、健康）の優先度を、次の式（３）のように求める。
【００６７】
　優先度（社会：家庭、家族、健康）
＝１／２×１／６×（ＣｏｍＤｉｓｔ（家庭，家族）＋ＣｏｍＤｉｓｔ（家庭，健康）＋
ＣｏｍＤｉｓｔ（家族，健康））
＝１／２×１／６×（２＋２＋２）
＝０．５
・・・式（３）
【００６８】
　また、指標計算手段１０３は、分類軸（社会：家庭、健康、医療）の優先度を、次の式
（４）のように求める。
【００６９】
　優先度（社会：家庭、健康、医療）
＝１／２×１／６×（ＣｏｍＤｉｓｔ（家庭，健康）＋ＣｏｍＤｉｓｔ（家庭，医療）＋
ＣｏｍＤｉｓｔ（健康，医療））
・・・式（４）
【００７０】
　指標計算手段１０３は、分類項目「家族」と「健康」との共通先祖が「生活」であるの
で、ＣｏｍＤｉｓｔ（家庭，健康）＝２と求める。また、指標計算手段１０３は、「家庭
」と「医療」との共通祖先が「社会」であるので、ＣｏｍＤｉｓｔ（家庭，医療）＝３と
求め、ＣｏｍＤｉｓｔ（健康，医療）＝３と求める。従って、指標計算手段１０３は、分
類軸（社会：家庭、健康、医療）の優先度を、次の式（５）のように求める。
【００７１】
　優先度（社会：家庭、健康、医療）
＝１／２×１／６×（ＣｏｍＤｉｓｔ（家庭，健康）＋ＣｏｍＤｉｓｔ（家庭，医療）＋
ＣｏｍＤｉｓｔ（健康，医療））
＝１／２×１／６×（２＋３＋３）
＝０．６７
・・・式（５）
【００７２】
　以上のように、指標計算手段１０３が計算することによって、類似した分類項目ではな
く、意味的に独立した分類項目を含む分類軸に高い優先度を与えることができる。
【００７３】
　次に、出力手段１０４は、指標計算手段１０３の計算結果に基づいて、分類軸と、優先
度と対応するデータとを出力する（ステップＳ５）。図６（Ａ）及び図６（Ｂ）は、出力
手段１０４が出力する情報の例を示す図である。図６（Ａ）及び図６（Ｂ）に示す例では
、出力手段１０４は、２つのテーブルを出力している。
【００７４】
　例えば、出力手段１０４は、図６（Ａ）に示すように、分類軸ＩＤ、基準項目、分類項
目群及びスコアを対応付けたレコードを含むテーブルを出力する。なお、図６（Ａ）にお
いて、１つの行で示されるレコードが、それぞれ１つの分類軸を表している。分類軸ＩＤ
は、分類軸の候補を識別するためのＩＤである。分類項目群は、「、」で分類項目毎に分
けられた複数の分類項目を含む。
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【００７５】
　また、例えば、出力手段１０４は、図６（Ｂ）に示すように、分類軸ＩＤ、分類項目及
びデータＩＤ群を対応付けたレコードを含むテーブルを出力する。なお、図６（Ｂ）にお
いて、１つのレコードが、それぞれ各分類軸の分類項目に対応している。データＩＤ群は
、データＩＤを「，」で区切って複数のデータＩＤを含む。また、図中の「・・・」は、
記載の省略を表している。
【００７６】
　なお、図６（Ａ）及び図６（Ｂ）に示す出力方法は一例であり、出力手段１０４は、例
えば、２つのテーブルを１つにまとめたテーブルを出力してもよいし、各データの属性情
報を含んだテーブルを新たに追加して出力してもよい。
【００７７】
　上記のような構成とすることで、分類項目の意味的な独立性を用いて分類軸を選択する
ことができる。また、そのようにすることにより、ユーザがわかりやすい分類軸を選択す
ることができる。
【００７８】
　以上に説明したように、本実施形態によれば、指標計算手段１０３は、分類項目間の階
層的な距離に基づいて、独立性を考慮して分類軸候補の優先度を決定する。そのため、分
類階層に似た分類項目がある場合であっても、ユーザに対してわかりやすい分類軸を提供
することができる。
【００７９】
（第２の実施形態）
　次に、本発明の第２の実施形態について説明する。図７は、第２の実施形態におけるデ
ータ分類システムの構成の一例を示すブロック図である。図７に示すように、本実施の形
態では、データ分類システムが、図１に示した指標計算手段１０３に代えて、第２の指標
計算手段１０３１を含む点で、第１の実施形態と異なる。
【００８０】
　第２の指標計算手段１０３１は、具体的には、プログラムに従って動作する情報処理装
置のＣＰＵによって実現される。第２の指標計算手段１０３１は、分類軸候補作成手段１
０２から分類軸候補群を受け取り（入力し）、分類軸の優先度を計算する機能を備える。
本実施の形態では、第２の指標計算手段１０３１は、分類項目間の階層的な距離だけでな
く、分類項目の階層的な深さ、分類項目に対応するデータの量、分類項目に対応するデー
タの重複度合い、又はこれらの組合せに基づいて、優先度を計算する。
【００８１】
　「分類項目の階層的な距離」とは、分類階層での分類項目間の距離のことであり、第１
の実施形態で示したものと同様である。なお、本実施形態では、この「分類項目の階層的
な距離」という指標を、以下、独立性の指標という。
【００８２】
　また、「分類項目の階層的な深さ」とは、基準項目又は分類階層のルートとなる分類項
目から分類項目までの最短又は最長のパス長である。階層的な深さが深い場合、分類項目
名は、意味的により具体的なものであると考えられる。
【００８３】
　例えば、図８に示すような分類階層を例に考える。図８に示す分類階層の場合、最も深
い分類項目「家族法」や「親族」は、分類項目「社会」よりも具体的な分類項目であると
いえる。具体性のある分類項目は、ユーザにとって理解しやすく概要把握に役立つと考え
られる。そこで、本実施形態では、第２の指標計算手段１０３１は、分類項目の階層的な
深さを基準項目から分類項目までの最短パス長とし、分類項目の階層的な深さが深いほど
大きな値となるように優先度を計算する。なお、本実施形態では、この「分類項目の階層
的な深さ」という指標を、以下、具体性の指標という。
【００８４】
　また、「分類項目に対応するデータの量」とは、分類項目に対応づけられているデータ
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数である。また、「分類項目に対応するデータ」とは、分類項目に直接対応しているデー
タ、又は分類項目とその子孫の分類項目に対応しているデータのことである。本実施形態
では、第２の指標計算手段１０３１は、「分類項目に対応するデータ」として、分類項目
とその子孫の分類項目に対応しているデータを用いるものとする。この場合、データの量
が多い場合、網羅性が高いと考えられる。そのため、網羅性が高い分類項目を用いて作成
した分類軸は、データ蓄積部２０３が蓄積するデータを良く表しているため、概要把握に
役立つと考えられる。本実施形態では、第２の指標計算手段１０３１は、データ量が大き
いほど大きな値となるように優先度を計算する。なお、本実施形態では、この「分類項目
に対応するデータの量」という指標を、以下、網羅性の指標という。
【００８５】
　また、「分類項目に対応するデータの重複度合い」とは、分類軸内の各分類項目でデー
タがどの程度同じであるかを示す値である。重複度合いが少ない場合、データ蓄積部２０
３が蓄積するデータには一意性があり、概要把握しやすい。もし、一意性がなく、重複す
るデータばかりであれば、分類軸の各分類項目のデータ数を表示する際に、そのデータ数
が重複ばかりであり、良い分類軸とはいえない。
【００８６】
　例えば、データ蓄積部２０３が図４に示すデータを蓄積している場合、分類項目「家族
」に対応するデータは、データＩＤが「ｄ１」、「ｄ２」及び「ｄ３」であるデータであ
る。また、分類項目「家庭」に対応するデータも、同じくデータＩＤが「ｄ１」、「ｄ２
」及び「ｄ３」であるデータである。この場合、表示方法として、分類軸の各分類項目の
データ数のみを表示した場合、分類項目「家族」と分類項目「家庭」とは、データ数が３
であるが、実際の中身は同じであるので、この分類軸にはあまり情報量がない。この場合
、第２の指標計算手段１０３１は、重複度合いが高いほど優先度が低い値となるように優
先度を計算する。重複度合いとして、各分類項目に対応するデータ数の合計を重複なしの
データ数で除算した値を用いてもよく、データの出現確率から情報量（エントロピー）を
計算してもよい。なお、本実施の形態では、この「分類項目に対応するデータの重複度合
い」という指標を、以下、一意性の指標という。
【００８７】
　本実施の形態では、第２の指標計算手段１０３１は、最終的には、上記に示した各指標
を用いて総合的に優先度を計算する。
【００８８】
　なお、本実施形態において、第２の指標計算手段１０３１以外の構成要素の機能は、第
１の実施形態で示したそれらの機能と同様である。
【００８９】
　次に、動作について説明する。図９は、第２の実施形態におけるデータ分類システムが
行うデータ分類処理の一例を示す流れ図である。図９に示すように、本実施形態では、分
類項目の階層的な距離に基づいて分類軸候補の優先度を計算するステップＳ４の処理に代
えて、計算用テーブルを作成するステップＳ４１、及び分類軸候補の優先度を計算するス
テップＳ４２の処理を実行する点で、第１の実施形態と異なる。以下、主として、第１の
実施形態と異なる処理について説明する。
【００９０】
　まず、第１の実施形態で示した処理と同様に、データ分類システムの入力手段１０１は
、ユーザの操作に従って、分類項目数Ｎを受け取る（ステップＳ１）。例えば、入力手段
１０１は、分類項目数としてＮ＝３を入力する。次に、第１の実施形態で示した処理と同
様に、分類軸候補作成手段１０２は、基準項目蓄積部２０２から、分類軸の基準項目を取
得（抽出）する（ステップＳ２）。例えば、図３に示す例において、分類軸候補作成手段
１０２は、基準項目蓄積部２０２から、「社会」、「自然」及び「文化」等の情報を抽出
する。
【００９１】
　次に、第１の実施形態で示した処理と同様に、分類軸候補作成手段１０２は、分類階層
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蓄積部２０１が記憶する情報と、データ蓄積部２０３が記憶する情報とを参照し、基準項
目の子孫で特定個数以上のデータと対応づけられている分類項目を取得（抽出）して、分
類項目数分の組合せで分類軸候補を作成する（ステップＳ３）。ただし、分類軸候補作成
手段１０２は、先祖子孫関係の分類項目を含む場合には、その分類項目については分類軸
候補作成の対象としない。
【００９２】
　次に、第２の指標計算手段１０３１は、分類軸候補作成手段１０２から分類軸候補を取
得（入力）し、分類階層蓄積部２０１が記憶する情報とデータ蓄積部２０３が記憶する情
報とを参照し、計算用テーブルを作成する（ステップＳ４１）。ここで、計算用テーブル
とは、指標計算のために作成される一時的なテーブルで、第２の指標計算手段１０３１は
、分類項目別データ数表とデータ別分類項目数表との２つのテーブルを作成する。
【００９３】
　分類項目別データ数表とは、各分類項目に対応しているデータ数を集計したテーブルで
あり、分類項目、データ数及び分類項目の深さを対応付けたレコードを含む。また、デー
タ別分類項目数表とは、各データに対応している分類軸内の分類項目の数を集計したテー
ブルであり、データＩＤ及び分類項目数を含む。なお、第２の指標計算手段１０３１は、
作成した計算用の一時的なテーブルを、メモリ上に展開しておくことが望ましい。
【００９４】
　図１０（Ａ）及び図１０（Ｂ）は、分類項目別データ数表とデータ別分類項目数表との
例を示す図である。このうち、図１０（Ａ）は、分類項目別データ数表の例を示している
。また、図１０（Ｂ）は、データ別分類項目数表の例を示している。なお、図１０（Ａ）
及び図１０（Ｂ）に示す例では、第２の指標計算手段１０３１が、分類軸（社会：家族、
外交、医療）、図２に示した分類階層蓄積部２０１が記憶する情報、及び図４に示したデ
ータ蓄積部２０３が記憶する情報に基づいて、分類項目別データ数表とデータ別分類項目
数表とを作成した場合が示されている。
【００９５】
　図１０（Ａ）に示す例では、分類項目別データ数表は、分類項目、データ数、及び分類
項目の深さを対応付けた各レコードを含む表である。本実施の形態では、前述したように
、分類項目の深さは、基準項目から各分類項目までのパス長を表している。例えば、分類
項目「家族」は、図４に示したデータ蓄積部２０３が記憶する情報を参照すると「ｄ１」
、「ｄ２」及び「ｄ３」であるので、図１０（Ａ）に示すように、データ数が３である。
また、図２に示した分類蓄積部２０１が記憶する情報を参照すると、基準項目「社会」か
ら分類項目「家庭」までは、「生活」を介して深さが２である。
【００９６】
　また、本実施形態では、前述したように、分類項目とデータの対応は、分類項目とその
子孫の分類項目とに直接対応しているデータとしている。例えば、分類項目「医療」に直
接対応しているデータはないが、その子孫の分類項目に直接対応するデータを見る。ここ
で、子孫の分類項目「医学」又は「健康」に対応するデータＩＤは、「ｄ２」、「ｄ４」
及び「ｄ６」である。よって、図１０（Ａ）に示すように、データ数を３としている。
【００９７】
　データ別分類項目数表は、データＩＤと分類項目数とを対応付けたレコードを含む表で
ある。本実施形態では、データ別分類項目数表は、図１０（Ｂ）に示すように、各データ
ＩＤに対して、分類軸（社会：家族、外交、医療）と対応する分類項目数を含む。例えば
、データＩＤ「ｄ１」は、図４に示したデータ蓄積部２０３が記憶する情報を参照すると
、分類軸内の分類項目「家族」に対応しているので、図１０（Ｂ）に示すように、分類項
目数が１である。また、データＩＤ「ｄ６」は、分類項目「医療」の子孫の分類項目に対
応しているので、図１０（Ｂ）に示すように、分類項目数が１である。
【００９８】
　また、図１１（Ａ）及び図１１（Ｂ）は、分類項目別データ数表とデータ別分類項目数
表との他の例を示す図である。このうち、図１１（Ａ）は、分類項目別データ数表の例を
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示している。また、図１１（Ｂ）は、データ別分類項目数表の例を示している。なお、図
１１（Ａ）及び図１１（Ｂ）に示す例では、第２の指標計算手段１０３１が、分類軸（社
会：家庭、家族、健康）、図２に示した分類階層蓄積部２０１が記憶する情報、及び図４
に示したデータ蓄積部２０３が記憶する情報に基づいて、分類項目別データ数表とデータ
別分類項目数表とを作成した場合が示されている。
【００９９】
　図１１（Ａ）に示す例では、図１０（Ａ）に示した例と同様に、例えば、分類項目「家
族」は、図４に示したデータ蓄積部２０３が記憶する情報を参照すると「ｄ１」、「ｄ２
」及び「ｄ３」であるので、図１１（Ａ）に示すように、データ数が３である。また、図
２に示した分類蓄積部２０１が記憶する情報を参照すると、基準項目「社会」から分類項
目「家庭」までは、「生活」を介して深さが２である。
【０１００】
　また、図１１（Ｂ）に示すように、データ別分類項目数表は、各データＩＤに対して、
分類軸（社会：家庭、家族、健康）と対応する分類項目数を含む。例えば、データＩＤ「
ｄ１」は、図４に示したデータ蓄積部２０３が記憶する情報を参照すると、分類軸内の分
類項目「家庭」と「家族」とに対応しているので、図１１（Ｂ）に示すように、分類項目
数が２である。
【０１０１】
　次に、第２の指標計算手段１０３１は、計算用テーブルを用いて、分類軸の優先度を計
算する（ステップＳ４２）。本実施形態では、第２の指標計算手段１０３１は、前述した
ように、独立性、具体性、網羅性及び一意性の指標の値を計算し、これら指標の重み付き
線形和を求めることによって、式（６）を用いて総合的な優先度を計算する。
【０１０２】
　優先度（Ｘ：Ｃ）
＝Ｗ１×独立性（Ｘ：Ｃ）＋Ｗ２×具体性（Ｘ：Ｃ）＋Ｗ３×網羅性（Ｘ：Ｃ）＋Ｗ４×
一意性（Ｘ：Ｃ）
・・・式（６）
【０１０３】
　ここで、式（６）において、Ｘは基準項目であり、Ｃは分類項目群である。また、Ｗ１
、Ｗ２、Ｗ３及びＷ４は、それぞれの指標の重み係数である。なお、これらの重み係数は
、予めシステムがもっていてもよいし（例えば、予めメモリ等の記憶部に設定値として記
憶していてもよい）、ユーザによって設定されてもよい。本実施形態では、これらの重み
係数は、システムに予め設定されているものする。
【０１０４】
　なお、本実施形態では、独立性の指標値は、第1の実施形態と同様であり、第２の指標
計算手段１０３１は、式（７）を用いて求める。
【０１０５】
　独立性（Ｘ：Ｃ）
＝１／Ｍａｘ（Ｘ）×１／（２×組合せ数）×ΣＣｏｍＤｉｓｔ（ｃｉ，ｃｊ）
・・・式（７）
【０１０６】
　ここで、式（７）において、Ｘ、Ｃ、Ｍａｘ（Ｘ）、組合せ数、及びＣｏｍＤｉｓｔ（
ｃｉ，ｃｊ）は、第1の実施形態で示したものと同様である。
【０１０７】
　また、第２の指標計算手段１０３１は、具体性の指標値を、以下の式（８）を用いて計
算する。ここでは、具体性の指標値は、基準項目から分類軸の各分類項目までのパス長の
平均の値である。
【０１０８】
　具体性（Ｘ：Ｃ）
＝１／Ｍａｘ（Ｘ）×１／Ｎ×ΣＤｅｐｔｈ（Ｘ，ｃｉ）
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・・・式（８）
【０１０９】
　式（８）において、Ｍａｘ（Ｘ）は、基準項目Ｘの子孫の分類項目で最大の深さである
。また、Ｎは、入力手段１０１から与えられた（入力した）分類項目数である。また、Ｄ
ｅｐｔｈ（Ｘ，ｃｉ）は、基準項目Ｘから分類項目ｃｉまでの最短パス長である。ここで
、パス長の平均をＭａｘ（ｘ）で除算しているのは、基準項目によって、子孫の分類項目
の深さが異なるためである。第２の指標計算手段１０３１は、この具体性の指標値を、分
類項目別データ数表を用いて、以下の式（９）のように計算することができる。
【０１１０】
　具体性（Ｘ：Ｃ）
＝１／Ｍａｘ（Ｘ）×１／Ｎ×ΣＤｅｐｔｈ（Ｘ，ｃｉ）
＝１／Ｍａｘ（Ｘ）×１／Ｎ×Σ（分類項目別データ数表の分類項目の深さ）
・・・式（９）
【０１１１】
　式（９）に示すように、分類項目の深さが深いほど、具体性の指標の値が大きくなるこ
とがわかる。
【０１１２】
　また、第２の指標計算手段１０３１は、網羅性の指標値を、以下の式（１０）を用いて
計算する。ここで、網羅性の指標値は、分類項目に対応するデータの全データに対するカ
バー率である。
【０１１３】
　網羅性（Ｘ：Ｃ）
＝１／ＤａｔａＮｕｍ×｜∪データ（ｃｉ）｜
・・・式（１０）
【０１１４】
　式（１０）において、ＤａｔａＮｕｍは、分類対象データの数である。また、データ（
ｃｉ）は、分類項目ｃｉに対応するデータ集合である。また、「∪データ（ｃｉ）」は、
分類軸内の分類項目ｃ１からｃＮまでのデータの和集合である。また、「｜∪データ（ｃ
ｉ）｜」は、分類軸内の分類項目ｃ１からｃＮまでのデータ集合の要素数である。つまり
、「｜∪データ（ｃｉ）｜」は、分類項目に対応するデータ数を表す。第２の指標計算手
段１０３１は、この網羅性の指標値を、先に作成したデータ別分類項目表を用いて、次の
式（１１）のように計算することができる。
【０１１５】
　網羅性（Ｘ：Ｃ）
＝１／ＤａｔａＮｕｍ×｜∪データ（ｃｉ）｜
＝１／ＤａｔａＮｕｍ×ＲｅｃＮｕｍ（データ別項目分類表，分類項目数＞０）
・・・式（１１）
【０１１６】
　式（１１）において、ＲｅｃＮｕｍ（データ別分類項目数表，分類項目数＞０）は、デ
ータ別分類項目数表の分類項目数が０よりも大きいレコード数である。このＲｅｃＮｕｍ
（データ別分類項目数表，分類項目数＞０）は、分類項目に対応しているデータ数に等し
い。よって、上記の式（１１）のように書き換えることができる。
【０１１７】
　また、第２の指標計算手段１０３１は、一意性の指標値を、以下の式（１２）を用いて
計算する。ここで、データの重複度合いは、各分類項目に対応するデータ数の合計を重複
なしのデータ数の合計で除算した値とする。なお、一意性の指標値は、このデータの重複
度合いの逆数で表す。
【０１１８】
　一意性（Ｘ：Ｃ）
＝１／（１／｜∪データ（ｃｉ）｜×ΣＣａｔＮｕｍ（ｃｉ））
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・・・式（１２）
【０１１９】
　ここで、式（１２）において、｜∪データ（ｃｉ）｜は、分類項目に対応する重複なし
のデータ数である。また、ＣａｔＮｕｍ（ｃｉ）は、ｃｉに対応するデータ数である。ま
た、ΣＣａｔＮｕｍ（ｃｉ）は、分類軸内の分類項目ｃ１からｃＮそれぞれに対応するデ
ータ数の合計を表す。第２の指標計算手段１０３１は、この一意性の指標値を、先に作成
した分類項目別データ数表を用いて、次の式（１３）のように計算することができる。
【０１２０】
　一意性（Ｘ：Ｃ）
＝１／（１／｜∪データ（ｃｉ）｜×ΣＣａｔＮｕｍ（ｃｉ））
＝１／（ＲｅｃＮｕｍ（データ別項目分類表，分類項目数＞０）×Σ（データ別項目分類
表のデータ数））
・・・式（１３）
【０１２１】
　例えば、第２の指標計算手段１０３１は、分類軸（社会：家族、外交、医療）の場合、
図１０（Ａ）及び図１０（Ｂ）に示すテーブルと、図２に示す分類階層蓄積部２０１が記
憶する情報とを参照し、上記の各指標値を、以下の式（１４）～式（１７）のように計算
する。
【０１２２】
　独立性（Ｘ：Ｃ）
＝１／Ｍａｘ（Ｘ）×１／（２×組合せ数）×ΣＣｏｍＤｉｓｔ（Ｃ１，Ｃ２）
＝１／Ｍａｘ（社会）×１／（２×３）×（ＣｏｍＤｉｓｔ（家族，外交）＋ＣｏｍＤｉ
ｓｔ（家族，医療）＋ＣｏｍＤｉｓｔ（外交，医療））
＝１／２×１／６×（４＋４＋４）
＝１
・・・式（１４）
【０１２３】
　具体性（Ｘ：Ｃ）
＝１／Ｍａｘ（Ｘ）×１／Ｎ×Σ（分類項目別データ数表の分類項目の深さ）
＝１／Ｍａｘ（社会）×１／３×（２＋２＋１）
＝１／２×１／３×（２＋２＋１）
＝０．８３３
・・・式（１５）
【０１２４】
　網羅性（Ｘ：Ｃ）
＝１／ＤａｔａＮｕｍ×ＲｅｃＮｕｍ（データ別項目分類表，分類項目数＞０）
＝１／６×６
＝１
・・・式（１６）
【０１２５】
　一意性（Ｘ：Ｃ）
＝１／（ＲｅｃＮｕｍ（データ別項目分類表，分類項目数＞０）×Σ（データ別項目分類
表のデータ数））
＝１／（１／６×（３＋２＋３））
＝６／８
＝０．７５
・・・式（１７）
【０１２６】
　ここで、重み係数を全て０．２５とすると、第２の指標計算手段１０３１は、次の式（
１８）を用いて優先度を求めることができる。
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【０１２７】
　優先度（Ｘ：Ｃ）
＝Ｗ１×独立性（Ｘ：Ｃ）＋Ｗ２×具体性（Ｘ：Ｃ）＋Ｗ３×網羅性（Ｘ：Ｃ）＋Ｗ４×
一意性（Ｘ：Ｃ）
＝０．２５×１＋０．２５×０．８３３＋０．２５×１＋０．２５×０．７５
＝０．８９５
＝０．９０
・・・式（１８）
【０１２８】
　また、他の例として、例えば、第２の指標計算手段１０３１は、分類軸（社会：家庭、
家族、健康）の場合、図１１（Ａ）及び図１１（Ｂ）に示すテーブルと、図２に示す分類
階層蓄積部２０１が記憶する情報とを参照し、上記の各指標値を、以下の式（１９）～式
（２２）のように計算する。
【０１２９】
　独立性（Ｘ：Ｃ）
＝１／Ｍａｘ（Ｘ）×１／（２×組合せ数）×ΣＣｏｍＤｉｓｔ（Ｃ１，Ｃ２）
＝１／Ｍａｘ（社会）×１／（２×３）×（ＣｏｍＤｉｓｔ（家庭，家族）＋ＣｏｍＤｉ
ｓｔ（家族，健康）＋ＣｏｍＤｉｓｔ（家族，健康））
＝１／２×１／６×（２＋２＋２）
＝０．５
・・・式（１９）
【０１３０】
　具体性（Ｘ：Ｃ）
＝１／Ｍａｘ（Ｘ）×１／Ｎ×Σ（分類項目別データ数表の分類項目の深さ）
＝１／Ｍａｘ（社会）×１／３×（２＋２＋２）
＝１／２×１／３×（２＋２＋２）
＝１
・・・式（２０）
【０１３１】
　網羅性（Ｘ：Ｃ）
＝１／ＤａｔａＮｕｍ×ＲｅｃＮｕｍ（データ別項目分類表，分類項目数＞０）
＝１／６×４
＝０．６６７
・・・式（２１）
【０１３２】
　一意性（Ｘ：Ｃ）
＝１／（ＲｅｃＮｕｍ（データ別項目分類表，分類項目数＞０）×Σ（データ別項目分類
表のデータ数））
＝１／（１／４×（３＋３＋２））
＝４／８
＝０．５
・・・式（２２）
【０１３３】
　ここで、重み係数を全て０．２５とすると、第２の指標計算手段１０３１は、次の式（
２３）を用いて優先度を求めることができる。
【０１３４】
　優先度（Ｘ：Ｃ）
＝Ｗ１×独立性（Ｘ：Ｃ）＋Ｗ２×具体性（Ｘ：Ｃ）＋Ｗ３×網羅性（Ｘ：Ｃ）＋Ｗ４×
一意性（Ｘ：Ｃ）
＝０．２５×０．５＋０．２５×１＋０．２５×０．６６７＋０．２５×０．５
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＝０．６６７
＝０．６７
・・・式（２３）
【０１３５】
　次に、第１の実施形態で示した処理と同様に、出力手段１０４は、分類軸、優先度及び
データを出力する（ステップＳ５）。
【０１３６】
　以上に説明したように、本実施形態によれば、分類項目間の階層的な距離だけでなく、
分類項目の階層的な深さ、分類項目に対応するデータの量、分類項目に対応するデータの
重複度合い、又はこれらの組合せに基づいて、優先度を計算する。そのため、分類項目間
の階層的な距離に加えて、分類項目の階層的な深さや、分類項目に対応するデータの量、
分類項目に対応するデータの重複度合いを考慮して、独立性を考慮した分類軸候補の優先
度を決定することができる。
【０１３７】
（第３の実施形態）
　次に、本発明の第３の実施形態について説明する。図１２は、第３の実施形態における
データ分類システムの構成の一例を示すブロック図である。図１２に示すように、本実施
形態では、データ分類システムが、図７に示した分類軸候補作成手段１０２に代えて、分
類軸候補絞込み手段１０２１を含む点で、第２の実施形態と異なる。なお、以下、主とし
て、第２の実施形態と異なる点について説明する。
【０１３８】
　分類軸候補絞込み手段１０２１は、具体的には、プログラムに従って動作する情報処理
装置のＣＰＵによって実現される。分類軸候補絞込み手段１０２１は、分類軸候補を作成
する際に、基準項目の全ての子孫の分類項目を組合せるのではなく、分類項目に対応する
データ量と、分類項目間の階層的な距離とに基づき作成する分類軸の絞込みを行う機能を
備える。そのようにすることにより、分類軸候補絞込み手段１０２１は、優先度を計算す
る対象となる分類軸を減らすことができ、計算を高速化できる。
【０１３９】
　なお、「分類項目に対応するデータの量」とは、分類項目に対応づけられているデータ
数である。また、「分類項目に対応するデータ」とは、分類項目に直接対応しているデー
タ、又は分類項目とその子孫の分類項目に対応しているデータのことである。なお、本実
施の形態では、「分類項目に対応するデータ」は、分類項目とその子孫の分類項目に対応
しているデータであるとする。また、データの量が多い場合、網羅性が高いと考えられる
。そのため、このような分類項目をもつ分類軸は、データ群を良く表しているため、デー
タの概要把握に役立つと考えられる。
【０１４０】
　また、「分類項目間の階層的な距離」とは、共通する祖先までの最短のパス長や最長の
パス長、又は共通の子孫までの最短のパス長や最長のパス長等である。この場合、分類項
目間の階層的な距離が遠いほど、意味的に独立している分類項目であることがわかる。
【０１４１】
　分類軸候補絞込み手段１０２１は、以上に基づいた分類項目の選択を行う場合、分類項
目に対応するデータ量が一定数以上で、テータ量順で上位から一定割合の分類項目の条件
を満たし、かつ分類項目間の階層的な距離が特定の一定数以上若しくは一定の範囲内にあ
る分類項目、又はその子孫の分類項目を含む分類軸を選択する。
【０１４２】
　なお、本実施形態において、分類軸候補絞込み手段１０２１以外の構成要素の機能は、
第２の実施形態で示したそれらの機能と同様である。
【０１４３】
　次に、動作について説明する。図１３は、第３の実施形態におけるデータ分類システム
が行うデータ分類処理の一例を示す流れ図である。図１３に示すように、本実施の形態で
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は、基準項目の子孫の分類項目から分類項目の組合せで分類軸を作成するステップＳ３の
処理に代えて、分類項目に対応するデータ量に基づいて分類項目を絞り込むステップＳ３
１の処理と、分類項目間の階層距離に基づいて分類項目の組合せを絞り込むステップＳ３
２の処理とを実行する点で、第２の実施形態と異なる。以下、主として、第２の実施形態
と異なる処理について説明する。
【０１４４】
　まず、第２の実施形態で示した処理と同様に、データ分類システムの入力手段１０１は
、ユーザの操作に従って、分類項目数Ｎを受け取る（ステップＳ１）。例えば、入力手段
１０１は、分類項目数としてＮ＝３を入力する。次に、第２の実施形態で示した処理と同
様に、分類軸候補絞込み手段１０２１は、基準項目蓄積部２０２から、分類軸の基準項目
を取得（抽出）する（ステップＳ２）。例えば、図３に示す例において、分類軸候補絞込
み手段１０２１は、基準項目蓄積部２０２から、「社会」、「自然」及び「文化」等の情
報を抽出する。
【０１４５】
　次に、分類軸候補絞込み手段１０２１は、分類階層蓄積部２０１が記憶する情報とデー
タ蓄積部２０２が記憶する情報とを参照し、分類項目に対応するデータ量に基づいて分類
項目を絞り込む（ステップＳ３１）。
【０１４６】
　本実施の形態では、「分類項目に対応するデータ量」は、分類項目とその子孫の分類項
目とに対応するデータの数である。また、分類軸候補絞込み手段１０２１は、分類項目を
絞り込むために、データ量がある一定数以上でありかつデータ量順で上位一定割合以上の
分類項目と、その子孫の分類項目とに絞り込む。
【０１４７】
　例えば、分類階層蓄積部２０１が図２に示す情報を記憶し、データ蓄積部２０３が図４
に示す情報を記憶している場合を考える。また、データ量が２以上であり、かつ上位５０
％の分類項目に絞り込むものとする。また、図２に示す分類階層蓄積部２０１が記憶する
情報のうち、分類項目「社会」の子孫の分類項目は全て記載されているものとする。この
場合、分類軸候補絞込み手段１０２１は、分類項目「生活」のデータ数を、そのデータと
子孫の分類項目「家族」、「家庭」及び「健康」に対応するデータを合計して「ｄ１」、
「ｄ２」、「ｄ３」及び「ｄ４」の４と求める。このように、分類軸候補絞込み手段１０
２１がデータ数で降順に並べ替えた結果を図１４に示す。
【０１４８】
　図１４に示すように、データ数２以上で上位５０％以内である分類項目は、順位が５位
までの分類項目「生活」、「医療」、「家族」、「家庭」及び「医学」である。これらの
分類項目は、データ量が多いため、この子孫の分類項目に分けることができる可能性をも
っている。従って、分類軸候補絞込み手段１０２１は、子孫の分類項目を加えて、分類項
目「移植」と分類項目「健康」とを加える。なお、本例では、子孫の分類項目を追加して
いるが、子孫の分類項目を追加しなくてもよい。
【０１４９】
　このステップＳ３１の処理を実行することによって、分類項目におけるデータ量が少な
いものを除外することができる。上記した例では、分類項目「政治」とその子孫の分類項
目とを除外することができる。
【０１５０】
　次に、分類軸候補絞込み手段１０２１は、分類階層蓄積部２０１が記憶する情報を参照
し、分類項目間の階層的な距離に基づいて分類項目を組合せて分類軸を作成する（ステッ
プＳ３２）。本実施の形態では、分類軸候補絞込み手段１０２１は、分類項目間の階層的
な距離として、分類項目間の共通する先祖の分類項目までの長さを用いる。また、分類軸
候補絞込み手段１０２１は、ステップＳ３１で絞り込んだ分類項目とその子孫の分類項目
とに基づいて、分類項目間の階層的な距離が一定数以上である分類項目対を１つ以上含む
分類軸を作成する。ただし、分類軸中には、先祖と子孫との関係になる分類項目同士はな
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いものとする。
【０１５１】
　例えば、分類軸候補絞込み手段１０２１は、先に絞り込んだ分類項目「生活」、「医療
」、「家族」、「家庭」、「医学」、「移植」及び「健康」の中で、分類項目間の階層的
な距離が３以上である分類項目を用いて分類軸を作成する。本実施形態では、例えば、分
類項目「生活」と階層的な距離が３以上である分類項目に「医学」がある。よって、分類
軸候補絞込み手段１０２１は、分類項目「生活」と「医学」とその他の先に絞り込んだ分
類項目のうちいずれかを用いて分類軸を作成する。この場合、分類軸候補絞込み手段１０
２１は、この「生活」及び「医学」の２つの分類項目と、先祖と子孫との関係にある分類
項目ではない分類項目の中から処理対象の分類項目を選択する。本例では、分類軸候補絞
込み手段１０２１は、分類軸（社会：生活、医学、移植）を作成する。
【０１５２】
　また、同様に、分類項目「医療」に対して距離が３以上である分類項目は、「家庭」、
「家族」及び「健康」である。従って、分類軸候補絞込み手段１０２１は、分類軸（社会
：医療、家庭、家族）、（社会：医療、家庭、健康）、及び（社会：医療、家族、健康）
を作成する。
【０１５３】
　なお、本例では、分類軸候補絞込み手段１０２１は、分類軸内の分類項目間のいずれか
１つが階層的な距離の条件を満たすように分類項目を作成しているが、分類項目内の全て
の分類項目間が階層的な距離の条件を満たすように分類項目を作成してもよい。
【０１５４】
　以上のように、ステップＳ３２の処理が実行されることにより、意味的な独立性を保っ
ていない分類項目が除外される。上記に示す例では、分類軸候補絞込み手段１０２１は、
分類軸（社会：家族、家庭、健康）の分類軸を除外するように分類軸を作成する。
【０１５５】
　以下、ステップＳ４１以降の処理は、第２の実施形態で示したそれらの処理と同様であ
る。
【０１５６】
　以上に説明したように、本実施形態によれば、基準項目の子孫の分類項目から複数の分
類項目を選択して分類軸候補とする。また、分類項目に対応するデータ量と、分類項目間
の階層的な距離とに基づいて、計算対象となる分類軸候補を絞り込む。そして、絞り込ん
だ分類軸候補について、その分類軸候補を表示する優先度を計算する。そのため、絞り込
んだ分類軸候補のみについて優先度計算を行うようにすることによって、分類軸の優先度
の計算時間を短縮することができる。従って、分類階層とその分類項目とに対応するデー
タ群が与えられたときに、分類軸の優先度の計算時間を短縮することができる。
【０１５７】
（第４の実施形態）
　次に、本発明の第４の実施形態について説明する。図１５は、第４の実施形態における
データ分類システムの構成の一例を示すブロック図である。図１５に示すように、本実施
形態では、データ分類システムが、図１２に示した構成要素に加えて、表示手段１０５を
含む点で、第３の実施形態と異なる。
【０１５８】
　表示手段１０５は、具体的には、プログラムに従って動作する情報処理装置のＣＰＵ及
びディスプレイ装置等の表示装置によって実現される。表示手段１０５は、第２の指標計
算手段１０３１が求めた分類軸、優先度及びデータをディスプレイ装置等の表示装置に出
力（表示）する機能を備える。例えば、表示手段１０５は、分類軸の各分類項目と対応す
るデータ数、及びデータとその属性を、一覧形式又は表形式で出力（表示）する。
【０１５９】
　まず、表示手段１０５が一覧形式で情報を表示する場合を説明する。図１６は、表示手
段１０５が一覧形式で表示する情報の例を示す図である。図１６に示すように、表示手段
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１０５は、分類軸、分類軸候補一覧、及びデータ一覧のそれぞれの表示部分を含む表示画
面を表示する。表示手段１０５は、分類軸には、優先度が最も高かった分類軸、又は分類
軸候補一覧から選択した分類軸を表示する。また、表示手段１０５は、基準項目と分類項
目とを表示し、その後ろにデータ件数を表示する。
【０１６０】
　図１６に示す例では、分類軸（社会：家族、健康、移植）を用いる場合が示されている
。この場合、表示手段１０５は、それぞれの項目と対応するデータ件数をデータ蓄積部２
０３から取得（抽出）し表示する。
【０１６１】
　また、図１６に示す例では、表示手段１０５が表示する表示画面には、項目「その他」
の欄が新たに加えられている。ここで、「社会」の下の「その他」の欄は、基準項目「社
会」に関連しているが、分類項目「家族」や「健康」、「移植」ではないことを示す分類
項目である。また、基準項目「社会」と並列に並ぶ「その他」の欄は、基準項目「社会」
とは関係のない分類項目を示す。なお、表示手段１０５は、これら「その他」の欄のデー
タ数を、データ蓄積部２０３を参照することによって得ることができる。また、本実施の
形態では、データ件数には子孫の分類項目に対応するデータ件数も含まれる。
【０１６２】
　また、図１６に示す例では、表示手段１０５は、分類軸候補一覧を、優先度を計算した
分類軸を優先度順に表示する。表示手段１０５は、これらの分類軸を、第２の指標計算手
段１０３１が計算した結果から得ることができる。
【０１６３】
　また、図１６に示す例では、表示手段１０５は、データ一覧を、各データを一覧で表示
する。この場合、表示手段１０５は、各データを、データＩＤ、コンテンツ、及び対応す
る分類項目を対応付けて表示する。なお、表示手段１０５は、これらの情報を、データ蓄
積部２０３が記憶する情報を参照することで得ることができる。
【０１６４】
　なお、本実施形態において、表示手段１０５以外の構成要素の機能は、第３の実施形態
で示したそれらの機能と同様である。
【０１６５】
　次に、一覧形式で情報を表示する場合の表示手段１０５の動作について説明する。まず
、表示手段１０５は、初期表示として、優先度の最も高い分類軸を分類軸表示部分に表示
する。また、表示手段１０５は、その他の分類軸候補を分類軸候補一覧に優先度順に表示
する。また、表示手段１０５は、データ一覧には、データ蓄積部２０３が蓄積する全ての
データを表示する。
【０１６６】
　次いで、表示手段１０５は、分類軸表示部分に表示する分類軸の中で、いずれかの分類
項目又は基準項目が選択操作された場合、これに対応するデータをデータ一覧に表示する
。また、表示手段１０５は、分類軸候補一覧表示部分に表示する分類軸候補の中のいずれ
かの分類軸候補が選択操作されると、分類軸表示部分の内容をこの選択した分類軸で置き
換えて表示する。
【０１６７】
　次に、表示手段１０５が表形式で情報を表示する場合を説明する。図１７は、表示手段
１０５が表形式で表示する情報の例を示す図である。図１７に示すように、表示手段１０
５は、分類表、データ一覧、及び分類軸候補一覧の表示部分を含む表示画面を表示する。
【０１６８】
　表示手段１０５は、分類表には、横軸に、分類軸候補のうち最も優先度の高い分類軸を
表示する。また、表示手段１０５は、縦軸に、関連する属性を表示する。本実施の形態で
は、表示手段１０５は、属性として分類項目を表示している。なお、これは一例であり、
表示手段１０５は、データに作成者等があればこれを表示してもよいし、属性が複数あれ
ばユーザ操作に従って選択して表示してもよい。また、表示手段１０５は、表の各セルに
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は、どのようなデータが存在するかを示す情報を表示する。本実施形態では、表示手段１
０５は、データＩＤ群とその数を表示している。
【０１６９】
　次に、横軸の「その他」について説明する。図１７に示す分類表において、基準項目「
社会」の下の「その他」は、基準項目以下で分類軸内の分類項目に対応しないデータ群を
表す分類項目である。また、図１７において、最も右側に示す「その他」は、基準項目「
社会」にも対応しないデータ群を示す分類項目である。また、縦軸に示す「その他」は、
関連する属性のうち、表示しているものに対応しないデータ群を表す項目である。
【０１７０】
　以下、縦軸に関連する属性を表示する手順を示す。まず、表示手段１０５は、分類階層
蓄積部２０１が記憶する情報とデータ蓄積部２０３が記憶する情報とを参照し、分類軸に
対応するデータ群を取得（抽出）する。次いで、表示手段１０５は、取得（抽出）したデ
ータ群の属性を参照し、属性値毎に対応するデータ数を調べる（求める）。そして、表示
手段１０５は、データ数のうち、多いものから順番に縦軸に分類軸の分類項目数分だけ表
示する。
【０１７１】
　本実施の形態では、表示手段１０５は、基準項目より下の分類項目を属性値とし、これ
らの分類項目に対応するデータ数を取得（算出）する。また、表示手段１０５は、既に分
類軸として表示しているもの以外の情報を表示する。具体的には、分類軸（社会：家族、
健康、移植）を用いる場合、対応するデータは「ｄ１」、「ｄ２」、「ｄ３」、「ｄ４」
及び「ｄ６」である。また、これらのデータに対応する分類項目でデータ数が多いもので
分類軸にないものは、分類項目「生活」が４件（「ｄ１」、「ｄ２」、「ｄ３」及び「ｄ
４」）であり、分類項目「家庭」が３件（「ｄ１」、「ｄ２」及び「ｄ３」）であり、分
類項目「医療」が３件（「ｄ２」、「ｄ４」及び「ｄ６」）であり、分類項目「医学」が
３件（「ｄ２」、「ｄ４」及び「ｄ６」）である。
【０１７２】
　上記の場合、表示手段１０５は、これらの分類項目の中から分類項目数３個をデータ数
の多い順に選ぶ。なお、表示手段１０５は、データ数が同じである場合には、いずれか一
方を選択して表示する。なお、本例は一例であり、表示手段１０５は、属性として、分類
項目だけでなく他の情報を選択して表示してもよい。例えば、表示手段１０５は、データ
に付属する属性であれば、属性をユーザ操作に従って選択して表示してもよい。また、表
示手段１０５は、属性値を、上記のように自動的に選択して決めてもよいし、ユーザ操作
に従って選択してもよい。また、図１７において、縦軸に表示する属性値の数も、分類軸
と同じでなくてもよい。
【０１７３】
　また、表示手段１０５は、分類表のいずれかのセルを選択した際に、その選択したセル
に対応するデータ一覧を表示する。本実施形態では、表示手段１０５は、データＩＤ、コ
ンテンツ及び分類項目を表示する。なお、表示手段１０５は、これらの情報を、データ蓄
積部２０３が記憶する情報を参照して表示する。
【０１７４】
　また、表示手段１０５は、分類軸候補一覧において、優先度を計算した分類軸を優先度
順に表示する。なお、表示手段１０５は、これらの情報を、第２の指標計算手段１０３１
が計算した結果から得ることができる。
【０１７５】
　次に、表形式で情報を表示する場合の表示手段１０５の動作について説明する。まず、
表示手段１０５は、初期表示として、分類表の横軸に、優先度の最も高い分類軸を表示す
る。この場合、表示手段１０５は、前述した方法に従って縦軸となる関連する属性も表示
する。なお、表示手段１０５は、データ一覧には、まだ何も表示しない。
【０１７６】
　次に、表示手段１０５は、分類表のいずれかのセルが選択操作された場合、この選択操
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作されたセルに対応するデータをデータ一覧に表示する。
【０１７７】
　次に、表示手段１０５は、分類軸候補一覧からいずれかの分類軸が選択操作された場合
、この選択操作された分類軸を分類表の横軸として表示し直す。この場合、表示手段１０
５は、分類表の縦軸の関連する属性も新たに表示し直す。
【０１７８】
　以上に説明したように、本実施形態によれば、第２の指標計算手段１０３１が求めた分
類軸、優先度及びデータを、一覧形式又は表形式で表示する。そのため、ユーザに対して
、分類軸の選択状況や優先度、データを視覚的に認識させることができる。
【０１７９】
（第５の実施形態）
　次に、本発明の第５の実施形態について説明する。図１８は、第５の実施形態における
データ分類システムの構成の一例を示すブロック図である。図１８に示すように、本実施
の形態では、データ分類システムが、分類軸候補作成手段１０２に代えて多次元分類軸候
補作成手段１０２２を含み、指標計算手段１０３に代えて多次元指標計算手段１０３２を
含む点で、第１の実施形態と異なる。
【０１８０】
　多次元分類軸候補作成手段１０２２は、具体的には、プログラムに従って動作する情報
処理装置のＣＰＵによって実現される。多次元分類軸候補作成手段１０２２は、入力手段
１０１から分類項目数Ｎを受け取り（入力し）、分類階層蓄積部２０１が記憶する情報、
基準項目蓄積部２０２が記憶する情報、及びデータ蓄積部２０３が記憶する情報を参照し
、複数の組合せの分類軸候補を作成する機能を備える。なお、分類軸の数（以下、次元数
という）は、システムが予めもっていてもよいし（例えば、予めメモリ等の記憶部に設定
値として記憶していてもよい）、ユーザ操作に従って指定してもよい。
【０１８１】
　例えば、多次元分類軸候補作成手段１０２２は、次元数が２である場合には、分類軸を
２つ組み合わせた多次元分類軸候補を作成する。この場合、多次元分類軸候補作成手段１
０２２は、例えば、多次元分類軸（社会：家庭、家族、健康）－（社会：外交、医学、移
植）等を作成する。
【０１８２】
　以下、多次元分類軸候補作成手段１０２２が作成する多次元分類軸を（基準項目：分類
項目Ｎ個）－（基準項目：分類項目Ｎ個）と表記する。なお、３次元以上の多次元分類軸
であれば、更にその後に「－」記号を用いて新たな分類軸を追加することによって、多次
元分類軸を示す。この場合、「－」記号を用いて繋がれた各分類軸は、それぞれの次元に
おける分類軸を表している。例えば、多次元分類軸（社会：家庭、家族、健康）－（社会
：外交、医学、移植）であれる場合には、１つ目の分類軸（社会：家庭、家族、健康）を
第１次元分類軸といい、２つ目の分類軸（社会：外交、医学、移植）を第２次元分類軸と
いう。
【０１８３】
　多次元指標計算手段１０３２は、具体的には、プログラムに従って動作する情報処理装
置のＣＰＵによって実現される。多次元指標計算手段１０３２は、多次元分類軸候補を作
成するときに、第１の実施形態と同様の処理に従って、分類項目に対応するデータ量が一
定以上である分類項目に基づいて分類項目を作成する機能を備える。この場合、多次元指
標計算手段１０３２は、同じ分類項目には先祖と子孫との関係にある分類項目同士を含ま
ないように、分類項目を作成することが望ましい。更に、多次元指標計算手段１０３２は
、ある次元の分類軸が他の次元の分類軸と全く同じである分類項目を作成しないようにす
ることが望ましい。
【０１８４】
　また、多次元指標計算手段１０３２は、多次元分類軸候補作成手段１０２２から多次元
分類軸候補を受け取り（入力し）、分類階層蓄積部２０１が記憶する情報とデータ蓄積部
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２０３が記憶する情報とを参照し、分類軸候補の優先度を計算する機能を備える。この場
合、多次元指標計算手段１０３２は、優先度を、分類項目の分類階層での階層的な距離に
基づいて計算する。
【０１８５】
　「分類項目間の階層的な距離」とは、共通する祖先までの最短のパス長や最長のパス長
、又は共通の子孫までの最短パス長や最長パス長等である。また、多次元指標計算手段１
０３２は、優先度として、分類軸の各分類項目間の階層的な距離の平均や最大、最小の値
等を求める。
【０１８６】
　本実施形態では、多次元指標計算手段１０３２は、「分類項目間の階層的な距離」とし
て共通する祖先までの最短パス長を用いるものとし、優先度として階層的な距離の平均の
値を求めるものとする。そのようにするのは、距離が長い方が意味的に独立しているとい
えるためである。更に、多次元指標計算手段１０３２は、分類軸内の分類項目だけでなく
、分類軸の基準項目間の階層的な距離も用いて優先度を計算する。
【０１８７】
　なお、本実施形態において、多次元分類軸候補作成手段１０２２及び多次元指標計算手
段１０３２以外の構成要素の機能は、第１の実施形態で示したそれらの機能と同様である
。
【０１８８】
　次に、動作について説明する。図１９は、第５の実施形態におけるデータ分類システム
が行うデータ分類処理の一例を示す流れ図である。
【０１８９】
　まず、第１の実施形態で示した処理と同様に、データ分類システムの入力手段１０１は
、ユーザの操作に従って、分類項目数Ｎを受け取る（ステップＳ１）。例えば、入力手段
１０１は、分類項目数としてＮ＝３を入力する。次に、第１の実施形態で示した処理と同
様に、多次元分類軸候補作成手段１０２２は、基準項目蓄積部２０２から、分類軸の基準
項目を取得（抽出）する（ステップＳ２）。例えば、図３に示す例において、多次元分類
軸候補作成手段１０２２は、基準項目蓄積部２０２から、「社会」、「自然」及び「文化
」等の情報を抽出する。
【０１９０】
　次に、第１の実施形態で示した処理と同様に、多次元分類軸候補作成手段１０２２は、
分類階層蓄積部２０１が記憶する情報とデータ蓄積部２０３が記憶する情報とを参照し、
基準項目の子孫で特定個数以上のデータと対応づけられている分類項目を取得（抽出）す
る。そして、多次元分類軸候補作成手段１０２２は、分類項目数分の組合せで分類軸候補
を作成する（ステップＳ３）。ただし、多次元分類軸候補作成手段１０２２は、先祖子孫
関係の分類項目を含む場合には、その分類項目については分類軸候補作成の対象としない
。
【０１９１】
　次に、多次元分類軸候補作成手段１０２２は、作成した分類軸候補を次元数分組み合わ
せて、多次元分類軸を作成する（ステップＳ３２１）。なお、作成する多次元分類軸の次
元数は予めシステムがもっていてもよいし（例えば、予めメモリ等の記憶部に設定値とし
て記憶していてもよい）、ユーザ操作に従って入力してもよい。例えば、多次元分類軸候
補作成手段１０２２は、次元数が２である場合には、多次元分類軸（社会：家庭、家族、
健康）－（社会：外交、医学、移植）等を作成する。
【０１９２】
　次に、多次元指標計算手段１０３２は、多次元分類軸候補作成手段１０２２から多次元
分類軸候補を取得（入力）し、分類階層蓄積部２０１が記憶する情報を参照して、各分類
軸の優先度を計算する（ステップＳ４２１）。
【０１９３】
　多次元指標計算手段１０３２は、優先度の計算を行う場合、本実施形態では、分類項目
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の意味的な独立性を図るため、分類項目間の階層的な距離の平均値と、基準項目間の階層
的な距離の平均値と、を計算する。ここで、「分類項目間の階層的な距離」又は「基準項
目間の階層的な距離」とは、分類項目間で共通する先祖分類項目までの最短パスである。
また、多次元指標計算手段１０３２は、優先度を、以下の式（２４），（２５）を用いて
求める。
【０１９４】
　多次元優先度（（Ｘ１：Ｃ１）－（Ｘ２：Ｃ２）－・・・）
＝１／次元数×Σ独立性（Ｘｉ：Ｃｉ）＋１／（２×次元数）×ΣＣｏｍＤｉｓｔ（Ｘｉ
，Ｘｊ）
・・・式（２４）
【０１９５】
　独立性（Ｘ：Ｃ）
＝１／Ｍａｘ（Ｘ）×１／（２×組合せ数）×ΣＣｏｍＤｉｓｔ（ｃｉ，ｃｊ）
・・・式（２５）
【０１９６】
　ここで、式（２４）において、Ｘ１，Ｘ２，・・・，Ｘｉは、第ｉ次元の基準項目を示
す。また、Ｃ１，Ｃ２，・・・，Ｃｉは、第ｉ次元の分類項目群を示す。なお、Ｍａｘ（
Ｘ）及びＣｏｍＤｉｓｔ（ｃｉ，ｃｊ）は、第１の実施形態で示したものと同様である。
式（２４）に示すように、多次元指標計算手段１０３２は、第１項目で次元毎に計算した
独立性（分類項目間の階層的な距離）を次元数で除算することで平均値を求める。また、
多次元指標計算手段１０３２は、第２項で基準項目間の階層的な距離の平均値を求める。
【０１９７】
　例えば、多次元指標計算手段１０３２は、多次元分類軸（社会：家庭、家族、健康）－
（社会：外交、医学、移植）の優先度を、次の式（２６）のように計算する。この場合、
分類項目数Ｎ＝３であるので、組合せ数を３とし、次元数を２とする。基準項目「社会」
の子孫の分類項目で最も深い分類項目は、図２に示した分類階層の場合には２である。
【０１９８】
　優先度（（社会：家庭、家族、健康）－（社会：外交、医学、移植））
＝１／２（１／２×１／６×（ＣｏｍＤｉｓｔ（家庭，家族）＋ＣｏｍＤｉｓｔ（家庭，
健康）＋ＣｏｍＤｉｓｔ（家族，健康））＋（１／２×１／６×（ＣｏｍＤｉｓｔ（外交
，医学）＋ＣｏｍＤｉｓｔ（外交，移植）＋ＣｏｍＤｉｓｔ（医学，移植）））＋１／４
×（ＣｏｍＤｉｓｔ（社会，社会））
＝１／２（１／２×１／６×（２＋２＋２）＋（１／２×１／６×（４＋４＋２））＋１
／４×（０）
＝０．６７
・・・式（２６）
【０１９９】
　なお、３次元以上の多次元分類軸を用いる場合であっても、多次元指標計算手段１０３
２は、同様の計算を行うことによって、複数次元の優先度を計算できる。
【０２００】
　上記のように計算することによって、類似した分類項目ではなく、意味的に独立した分
類項目を含む分類軸に高い優先度を与えることができる。更に、多次元の分類軸に対応す
ることができる。
【０２０１】
　次に、出力手段１０４は、多次元指標計算手段１０３２の計算結果に基づいて、分類軸
と、優先度と対応するデータとを出力する（ステップＳ５）。図２０（Ａ）、図２０（Ｂ
）、及び図２０（Ｃ）は、第５の実施形態における出力手段１０４が出力する情報の例を
示す図である。図２０（Ａ）、図２０（Ｂ）、及び図２０（Ｃ）に示す例では、出力手段
１０４は、３つのテーブルを出力している。なお、図中の「・・・」は、記載の省略を表
している。
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【０２０２】
　例えば、出力手段１０４は、図２０（Ａ）に示すように、次元ＩＤと、分類軸ＩＤ群と
、スコアとを対応づけたレコードを含むテーブルを出力する。すなわち、図２０（Ａ）の
テーブルには、多次元分類軸候補毎の分類軸とそのスコアとが表されている。図２０（Ａ
）に示す例では、分類軸ＩＤ群を、分類軸ＩＤを「，」で区切って表している。本実施の
形態では、次元数が２であるので、分類軸ＩＤ群は、２つの分類軸ＩＤを含む。なお、３
次元以上の多次元分類軸である場合には、この分類軸ＩＤを増やすことによって多次元に
対応することができる。
【０２０３】
　また、出力手段１０４は、図２０（Ｂ）に示すように、分類軸ＩＤ、基準項目及び分類
項目群を対応付けたレコードを含むテーブルを出力する。すなわち、図２０（Ｂ）に示す
例では、１つの行が１つの分類軸を表している。
【０２０４】
　また、出力手段１０４は、図２０（Ｃ）に示すように、分類軸ＩＤ、分類項目及びデー
タＩＤ群を対応付けたレコードを含むテーブルを出力する。すなわち、図２０（Ｃ）に示
す例では、１つのレコードが各分類軸の分類項目に対応している。また、図２０（Ｃ）に
示す例では、データＩＤ群を、データＩＤを「，」で区切って表している。また、図中の
「・・・」は、記載の省略を表している。
【０２０５】
　なお、図２０（Ａ）、図２０（Ｂ）、及び図２０（Ｃ）に示す出力方法は一例であり、
出力手段１０４は、例えば、２つのテーブルを１つにまとめて出力してもよいし、各デー
タの属性情報を含んだテーブルを新たに追加して出力してもよい。
【０２０６】
　上記のような構成を備えることによって、分類項目の意味的な独立性を用いて分類軸を
選択することができる。そのようにすることにより、ユーザにわかりやすい分類軸を選択
することができる。
【０２０７】
　以上に説明したように、本実施形態によれば、本実施形態によれば、基準項目の子孫の
分類項目においてデータに少なくとも１つ対応する分類項目の組合せに基づいて分類軸を
作成する際に、分類項目に対応するデータ量と、分類項目間の階層的な距離とに基づいて
、計算対象となる分類軸候補を絞り込む。また、絞り込んだ分類軸候補を組合せることに
よって、多次元の分類軸候補を作成する。そして、分類階層における分類項目間の階層的
な距離に基づいて、多次元分類軸候補の優先度を計算する。従って、分類階層とその分類
項目とに対応するデータ群が与えられたときに、多次元の分類軸についても、独立性を考
慮した分類軸候補の優先度を決定することができる。
【０２０８】
（第６の実施形態）
　次に、本発明の第６の実施形態について説明する。図２１は、第６の実施形態における
データ分類システムの構成の一例を示すブロック図である。図２１に示すように、本実施
の形態では、データ分類システムが、図１８に示した多次元指標計算手段１０３２に代え
て、第２の多次元指標計算手段１０３３を含む点で、第５の実施形態と異なる。
【０２０９】
　第２の多次元指標計算手段１０３３は、具体的には、プログラムに従って動作する情報
処理装置のＣＰＵによって実現される。第２の多次元指標計算手段１０３３は、多次元分
類軸候補作成手段１０２２から分類軸候補群を受け取り（入力し）、分類軸の優先度を計
算する機能を備える。この場合、第２の多次元指標計算手段１０３３は、分類項目間の階
層的な距離だけでなく、分類項目の階層的な深さ、分類項目に対応するデータの量、分類
項目に対応するデータの重複度合い、又はこれらの組合せに基づいて優先度を計算する。
【０２１０】
　なお、第２の多次元指標計算手段１０３３は、これらの優先度の計算方法として、例え
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ば、第２の実施形態で示した優先度計算方法を多次元に拡張した方法を用いて、優先度を
計算する。
【０２１１】
　なお、本実施形態において、第２の多次元指標計算手段１０３３以外の構成要素の機能
は、第５の実施形態で示したそれらの機能と同様である。
【０２１２】
　次に、第２の多次元指標計算手段１０３３が優先度を計算する場合の優先度の計算方法
について説明する。第２の実施形態と同様の処理に従って、第２の多次元指標計算手段１
０３３は、多次元分類軸候補作成手段１０２２から多次元分類軸候補を取得（入力）し、
分類階層蓄積部２０１が記憶する情報とデータ蓄積部２０３が記憶する情報とを参照して
、計算用テーブルを作成する。ただし、本実施形態では、第２の多次元指標計算手段１０
３３は、計算用テーブルを、複数の次元にまたがって作成する点で、第２の実施形態と異
なる。
【０２１３】
　第２の多次元指標計算手段１０３３は、計算用テーブルとして、分類項目別データ数表
とデータ別分類項目数表との２つのテーブルを作成する。
【０２１４】
　分類項目別データ数表とは、異なる次元における分類項目の組合せに対応しているデー
タ数を集計したテーブルである。分類項目別データ数表は、分類項目組合せ、データ数及
び分類項目の深さを対応付けたレコードを含む。また、データ別分類項目数表とは、各デ
ータに対応している分類軸内の分類項目の数を集計したテーブルであり、データＩＤ及び
分類項目組合せ数を含む。なお、第２の多次元指標計算手段１０３３は、作成した計算用
の一時的なテーブルを、メモリ上に展開しておくことが望ましい。
【０２１５】
　図２２（Ａ）及び図２２（Ｂ）は、分類項目別データ数表とデータ別分類項目数表との
例を示す図である。このうち、図２２（Ａ）は、分類項目別データ数表の例を示している
。また、図２２（Ｂ）は、データ別分類項目数表の例を示している。なお、図２２（Ａ）
及び図２２（Ｂ）に示す例では、第２の多次元指標計算手段１０３３が、多次元分類軸（
社会：家庭、家族、健康）－（社会：外交、医学、移植）、図２に示した分類階層蓄積部
２０１が記憶する情報、及び図４に示したデータ蓄積部２０３が記憶する情報に基づいて
、分類項目別データ数表とデータ別分類項目数表と、を作成した場合が示されている。
【０２１６】
　図２２（Ａ）に示す例では、分類項目別データ数表は、分類項目組合せ、データ数、及
び分類項目の深さを対応付けた各レコードを含む表である。本実施形態では、第２の多次
元指標計算手段１０３３は、分類項目の深さを、以降の計算を簡単にするため、次の式（
２７）のように計算する。
【０２１７】
　深さ（ｃｉｊ，ｃｋｌ，・・・）
＝１／次元数×Σ（１／Ｍａｘ（Ｘｉ）×Ｄｅｐｔｈ（Ｘｉ，ｃｉｊ）
・・・式（２７）
【０２１８】
　ここで、式（２７）において、ｃｉｊは第ｉ次元のｊ番目の分類項目であり、ｃｋｌは
第ｋ次元のｌ番目の分類項目である。ただし、ｉとｋとは、値が異なるものとする。また
、Ｘｉは、第ｉ次元の基準項目である。また、Ｍａｘ（Ｘｉ）は、基準項目Ｘｉの子孫の
分類項目で最も深い分類項目までの深さを示している。また、Ｄｅｐｔｈ（Ｘｉ，ｃｉｊ
）は、第ｉ次元の基準項目Ｘｉからその分類項目ｃｉｊまでの最短パス長である。また、
Σ記号は、異なる次元における分類項目の組合せで合計することを表している。すなわち
、式（２７）では、分類項目の深さを、分類項目組合せ内での分類項目の深さの平均値で
示している。
【０２１９】
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　図２２（Ａ）において、例えば、１レコード目は、第１次元の分類項目「家庭」と第２
次元の分類項目「外交」とにおけるデータを表したものである。図４に示すデータ蓄積部
２０３が記憶する情報を参照すると、本例では、データ蓄積部２０３は、この２つの分類
項目に対応するデータを記憶していないので、図２２（Ａ）に示すように、データ数が０
である。また、分類項目の深さの部分については、社会から家族までが２であり、社会か
ら医学までが２であり、Ｍａｘ（Ｘｉ）が２であり、次元数が２であるので、図２２（Ａ
）に示すように、分類項目の深さが１となる。
【０２２０】
　データ別分類項目数表とは、データＩＤと分類項目組合せ数とを対応付けたレコードを
含む表である。図２２（Ｂ）に示す例では、各データＩＤに対して、多次元分類軸（社会
：家庭、家族、健康）－（社会：外交、医学、移植）と対応する分類項目数を含むデータ
別分類項目数表が示されている。図２２（Ｂ）に示す例において、例えば、データＩＤ「
ｄ２」は、図４に示すデータ蓄積部２０３が記憶する情報を参照すると、第１次元の分類
項目「健康」と第２次元の分類項目「医学」とに対応しているので、分類項目数が１であ
る。
【０２２１】
　次に、第２の多次元指標計算手段１０３３は、計算用テーブルを用いて、分類軸の優先
度を計算する。本実施形態では、第２の多次元指標計算手段１０３３は、前述した独立性
、具体性、網羅性及び一意性の指標の値を計算し、これらの指標値の重み付き線形和を求
めることによって、式（２８）を用いて、総合的な優先度を計算する。
【０２２２】
　多次元優先度（（Ｘ１：Ｃ１）－（Ｘ２：Ｃ２）－・・・）
＝Ｗ１×多次元独立性（（Ｘ１：Ｃ１）－（Ｘ２：Ｃ２）－・・・）＋Ｗ２×多次元具体
性（（Ｘ１：Ｃ１）－（Ｘ２：Ｃ２）－・・・）＋Ｗ３×多次元網羅性（（Ｘ１：Ｃ１）
－（Ｘ２：Ｃ２）－・・・）＋Ｗ４×多次元一意性（（Ｘ１：Ｃ１）－（Ｘ２：Ｃ２）－
・・・）
・・・式（２８）
【０２２３】
　ここで、式（２８）において、Ｘは基準項目であり、Ｃは分類項目群である。また、Ｗ
１、Ｗ２、Ｗ３、Ｗ４は、それぞれの指標の重み係数である。なお、これらの重み係数は
、予めシステムがもっていてもよいし（例えば、予めメモリ等の記憶部に設定値として記
憶していてもよい）、ユーザによって設定されてもよい。本実施形態では、これらの重み
係数は、システムに予め設定されているものする。
【０２２４】
　なお、本実施形態では、独立性の指標値は、第５の実施形態と同様であり、第２の多次
元指標計算手段１０３３は、式（２９），（３０）を用いて多次元独立性の指標値を求め
る。
【０２２５】
　多次元独立性（（Ｘ１：Ｃ１）－（Ｘ２：Ｃ２）－・・・）
＝１／次元数×Σ独立性（Ｘｉ：Ｃｉ）＋１／（２×次元数）×ΣＣｏｍＤｉｓｔ（Ｘｉ
，Ｘｊ）
・・・式（２９）
【０２２６】
　独立性（Ｘ：Ｃ）
＝１／Ｍａｘ（Ｘ）×１／（２×組合せ数）×ΣＣｏｍＤｉｓｔ（Ｃ１，Ｃ２）
・・・式（３０）
【０２２７】
　式（２９），（３０）において、Ｘ１、Ｘ２、Ｘｉ、Ｃ１、Ｃ２、Ｃｉ、Ｍａｘ（Ｘ）
、ＣｏｍＤｉｓｔ、組合せ数及び次元数は、第５の実施形態で示したものと同様である。
【０２２８】
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　また、第２の多次元指標計算手段１０３３は、具体性の指標値を、以下のように計算す
る。本実施形態において、具体性の指標は、分類軸毎の基準項目から各分類項目までのパ
ス長の平均の値である。第２の多次元指標計算手段１０３３は、具体性の指標値を、分類
項目別データ数表を用いて、以下の式（３１），（３２）のように計算できる。
【０２２９】
　多次元具体性（（Ｘ１：Ｃ１）－（Ｘ２：Ｃ２）－・・・）
＝１／次元数×Σ具体性（Ｘｉ：Ｃｉ）
・・・式（３１）
【０２３０】
　具体性（Ｘ：Ｃ）
＝１／Ｍａｘ（Ｘ）×１／Ｎ×ΣＤｅｐｔｈ（Ｘ，ｃｊ）
・・・式（３２）
【０２３１】
　式（３１），（３２）において、Ｍａｘ（Ｘ）、Ｎ、Ｄｅｐｔｈ（Ｘ，ｃｊ）は、第２
の実施形態で示したものと同様である。ここで、図２２（Ａ）に示すように、分類項目別
データ数表における分類項目の深さ指標については、１／次元数×Σ１／Ｍａｘ（Ｘｉ）
×Ｄｅｐｔｈ（Ｘｉ，ｃｉｊ）として計算済みであるので、多次元具体性の指標を、以下
の式（３３）のように計算できる。
【０２３２】
　多次元具体性（（Ｘ１：Ｃ１）－（Ｘ２：Ｃ２）－・・・）
＝１／次元数×１／Ｎ×ΣΣ（１／Ｍａｘ（Ｘｉ）×Ｄｅｐｔｈ（Ｘｉ，ｃｉｊ））
＝１／（Ｎ次元数）×Σ（分類項目別データ数表の深さ指標）
・・・式（３３）
【０２３３】
　また、第２の多次元指標計算手段１０３３は、網羅性の指標を、以下のように計算する
。本実施形態において、網羅性の指標は、各次元の分類項目の組合せに対応するデータの
全データに対するカバー率である。第２の多次元指標計算手段１０３３は、網羅性の指標
を、先に作成したデータ別分類項目表を用いて、次の式（３４）のように求めることがで
きる。
【０２３４】
　多次元網羅性（（Ｘ１：Ｃ１）－（Ｘ２：Ｃ２）－・・・）
＝１／ＤａｔａＮｕｍ×｜∪データ（ｃｉｊ，ｃｋｌ，・・・）｜
＝１／ＤａｔａＮｕｍ×ＲｅｃＮｕｍ（データ別項目分類表，分類項目数＞０）
・・・式（３４）
【０２３５】
　ここで、式（３４）において、「データ（ｃｉｊ，ｃｋｌ，・・・）」は、第ｉ次元の
ｊ番目の分類項目ｃｉｊ、第ｋ次元のｌ番目の分類項目ｃｋｌ、及びその他の次元の分類
項目の全てに対応するデータ集合である。また、ＤａｔａＮｕｍは、データ集合の数であ
る。ＲｅｃＮｕｍ（データ別分類項目数表，分類項目数＞０）は、データ別分類項目数表
の分類項目数が０よりも大きいレコード数である。このＲｅｃＮｕｍ（データ別分類項目
数表，分類項目数＞０）は、分類項目の組合せに対応しているデータ数に等しい。よって
、上記の式（３４）のように書き換えることができる。
【０２３６】
　また、第２の多次元指標計算手段１０３３は、一意性の指標を、以下のように計算する
。本実施形態において、一意性の指標は、データの重複度合いの逆数で表される。ここで
、データの重複度合いは、各分類項目の組合せに対応するデータ数の合計値を重複なしの
データ数の合計値で除算した値とする。第２の多次元指標計算手段１０３３は、一意性の
指標を、先に作成した分類項目別データ数表を用いて、次の式（３５）のように求めるこ
とができる。
【０２３７】
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　多次元一意性（（Ｘ１：Ｃ１）－（Ｘ２：Ｃ２）－・・・）
＝｜∪データ（ｃｉｊ，ｃｋｌ，・・・）｜／ΣＣａｔＮｕｍ（ｃｉｊ，ｃｋｌ，・・・
）
＝ＲｅｃＮｕｍ（データ別項目分類表，分類項目数＞０）／Σ（データ別項目分類表のデ
ータ数）
・・・式（３５）
【０２３８】
　例えば、多次元分類軸（社会：家庭、家族、健康）－（社会：外交、医学、移植）であ
る場合、第２の多次元指標計算手段１０３３は、図２２（Ａ）に示した分類項目別データ
数表、及び図３２に示す分類階層蓄積部２０１が記憶する情報を参照して、上記の各指標
値を、以下の式（３６）～式（３９）のように計算する。
【０２３９】
　多次元独立性（（Ｘ１：Ｃ１）－（Ｘ２：Ｃ２）－・・・）
＝１／次元数×Σ独立性（Ｘｉ：Ｃｉ）＋１／（２×次元数）×ΣＣｏｍＤｉｓｔ（Ｘｉ
，Ｘｊ）
＝１／２（１／２×１／６×（ＣｏｍＤｉｓｔ（家庭，家族）＋ＣｏｍＤｉｓｔ（家庭，
健康）＋ＣｏｍＤｉｓｔ（家庭，健康））＋（１／２×１／６×（ＣｏｍＤｉｓｔ（外交
，医学）＋ｃｏｍＤｉｓｔ（外交，移植）＋ＣｏｍＤｉｓｔ（医学，移植）））＋１／４
×（ＣｏｍＤｉｓｔ（社会，社会））
＝１／２（１／２×１／６×（２＋２＋２）＋（１／２×１／６×（４＋４＋２））＋１
／４×（０）
＝０．６６７
・・・式（３６）
【０２４０】
　多次元具体性（（Ｘ１：Ｃ１）－（Ｘ２：Ｃ２）－・・・）
＝１／（Ｎ次元数）×Σ（分類項目別データ数表の深さ指標）
＝１／９×（１＋１＋１＋１＋１＋１＋１＋１＋１）
＝１
・・・式（３７）
【０２４１】
　多次元網羅性（（Ｘ１：Ｃ１）－（Ｘ２：Ｃ２）－・・・）
＝１／ＤａｔａＮｕｍ×ＲｅｃＮｕｍ（データ別項目分類表，分類項目数＞０）
＝１／６×２
＝０．３３３
・・・式（３８）
【０２４２】
　多次元一意性（（Ｘ１：Ｃ１）－（Ｘ２：Ｃ２）－・・・）
＝ＲｅｃＮｕｍ（データ別項目分類表，分類項目数＞０）／Σ（データ別項目分類表のデ
ータ数）
＝２／（０＋１＋０＋２＋０＋０）
＝２／３
＝０．６６７
・・・式（３９）
【０２４３】
　ここで、重み係数を全て０．２５とすると、第２の多次元指標計算手段１０３３は、次
の式（４０）を用いて優先度を求めることができる。
【０２４４】
　優先度（Ｘ：Ｃ）
＝Ｗ１×独立性（Ｘ：Ｃ）＋Ｗ２×具体性（Ｘ：Ｃ）＋Ｗ３×網羅性（Ｘ：Ｃ）＋Ｗ４×
一意性（Ｘ：Ｃ）
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＝０．２５×０．６６７＋０．２５×１＋０．２５×０．３３３＋０．２５×０．６６７
＝０．６７
・・・式（４０）
【０２４５】
　以上に説明したように、本実施形態によれば、分類項目間の階層的な距離だけでなく、
分類項目の階層的な深さ、分類項目に対応するデータの量、分類項目に対応するデータの
重複度合い、又はこれらの組合せに基づいて、優先度を計算する。そのため、分類項目間
の階層的な距離に加えて、分類項目の階層的な深さや、分類項目に対応するデータの量、
分類項目に対応するデータの重複度合いを考慮して、より効果的に独立性を考慮した多次
元の分類軸の優先度を決定することができる。
【０２４６】
（第７の実施形態）
　次に、本発明の第７の実施形態について説明する。図２３は、第７の実施形態における
データ分類システムの構成の一例を示すブロック図である。図２３に示すように、本実施
の形態では、データ分類システムが、多次元分類軸候補作成手段１０２２に代えて、分類
軸候補絞込み手段１０２１と第２の多次元分類軸候補作成手段１０２３とを含む点で、第
６の実施形態と異なる。
【０２４７】
　分類軸候補絞込み手段１０２１は、第３の実施形態で示した分類軸候補絞込み手段１０
２２と同様に、基準項目の全ての子孫の分類項目を組合せるのではなく、分類項目に対応
するデータ量と、分類項目間の階層的な距離とに基づき作成する分類軸の絞込みを行う機
能を備える。そのようにすることにより、分類軸候補絞込み手段１０２１は、優先度を計
算する対象となる分類軸を減らすことができ、計算を高速化できる。
【０２４８】
　第２の多次元分類軸候補作成手段１０２３は、具体的には、プログラムに従って動作す
る情報処理装置のＣＰＵによって実現される。第２の多次元分類軸候補絞込み手段１０２
３は、分類軸候補絞込み手段１０２２から分類軸候補を受け取り（入力し）、入力した分
類軸候補を複数組合せることによって、多次元分類軸を作成する機能を備える。なお、次
元数は、システムが予めもっていてもよいし（例えば、予めメモリ等の記憶部に設定値と
して記憶していてもよい）、ユーザ操作に従って入力してもよい。また、第２の多次元分
類軸候補作成手段１０２３は、作成した多次元分類軸を第２の多次元指標計算手段１０３
３に渡す（出力する）機能を備える。
【０２４９】
　なお、本実施形態において、分類軸候補絞込み手段１０２１及び第２の多次元分類軸候
補作成手段１０２３以外の構成要素の機能は、第６の実施形態で示したそれらの機能と同
様である。
【０２５０】
　以上に説明したように、本実施形態によれば、基準項目の子孫の分類項目においてデー
タに少なくとも１つ対応する分類項目の組合せに基づいて分類軸を作成する際に、分類項
目に対応するデータ量と、分類項目間の階層的な距離とに基づいて、計算対象となる分類
軸候補を絞り込む。また、絞り込んだ分類軸候補を組合せることによって、多次元の分類
軸候補を作成する。そして、分類階層における分類項目間の階層的な距離に基づいて、多
次元分類軸候補の優先度を計算する。従って、分類階層とその分類項目とに対応するデー
タ群が与えられたときに、多次元の分類軸についても優先度の計算時間を短縮することが
できる。
【０２５１】
（第８の実施形態）
　次に、本発明の第８の実施形態について説明する。図２４は、第８の実施形態における
データ分類システムの構成の一例を示すブロック図である。図２４に示すように、本実施
の形態では、データ分類システムが、図１７に示した構成要素に加えて、多次元表示手段
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１０５１を含む点で、第７の実施形態と異なる。
【０２５２】
　多次元表示手段１０５１は、具体的には、プログラムに従って動作する情報処理装置の
ＣＰＵ及びディスプレイ装置等の表示装置によって実現される。多次元表示手段１０５１
は、第２の多次元指標計算手段１０３３が求めた分類軸、優先度及びデータをディスプレ
イ装置等の表示装置に出力（表示）する機能を備える。例えば、多次元表示手段１０５１
は、各次元の分類軸の分類項目と対応するデータ数、及びデータとその属性を、一覧形式
又は表形式で出力（表示）する。
【０２５３】
　まず、多次元表示手段１０５１が一覧形式で情報を表示する場合を説明する。図２５は
、多次元表示手段１０５１が一覧形式で表示する情報の例を示す図である。図２５に示す
ように、多次元表示手段１０５１は、多次元分類軸、多次元分類軸候補一覧、及びデータ
一覧のそれぞれの表示部分を含む表示画面を表示する。多次元表示手段１０５１は、多次
元分類軸には、優先度が最も高かった多次元分類軸、又は多次元分類軸候補一覧から選択
した分類軸を表示する。また、多次元表示手段１０５１は、各次元に基準項目と分類項目
とを表示し、その後ろにデータ件数を表示する。
【０２５４】
　図２５に示す例では、多次元分類軸（社会：家族、健康、移植）－（社会：家庭、外交
、医療）を用いる場合が示されている。この場合、多次元表示手段１０５１は、それぞれ
の項目と対応するデータ件数をデータ蓄積部２０３から取得（抽出）し表示する。
【０２５５】
　また、図２５に示す例では、多次元表示手段１０５１が表示する表示画面には、項目「
その他」の欄が新たに加えられている。ここで、「社会」の下の「その他」の欄は、基準
項目「社会」に関連しているが、分類軸内の分類項目に対応しないデータを分類する項目
である。また、全データの子にある「その他」の欄は、全ての分類軸とは関係のない分類
項目を示す。なお、多次元表示手段１０５１は、これら「その他」の欄のデータ数を、デ
ータ蓄積部２０３が記憶する情報を参照することによって得ることができる。また、本実
施の形態では、データ件数には子孫の分類項目に対応するデータ件数も含まれる。
【０２５６】
　また、図２５に示す例では、多次元表示手段１０５１は、多次元分類軸候補一覧を、優
先度を計算した分類軸を優先度順に表示する。多次元表示手段１０５１は、これらの多次
元分類軸を、第２の多次元指標計算手段１０３３が計算した結果から得ることができる。
【０２５７】
　また、図２０（Ａ）、図２０（Ｂ）、及び図２０（Ｃ）に示す例では、多次元表示手段
１０５１は、データ一覧を、各データを一覧で表示する。この場合、多次元表示手段１０
５１は、各データを、データＩＤ、コンテンツ、及び対応する分類項目を対応付けて表示
する。なお、多次元表示手段１０５１は、これらの情報を、データ蓄積部２０３が記憶す
る情報を参照することで得ることができる。
【０２５８】
　なお、本実施形態において、多次元表示手段１０５１以外の構成要素の機能は、第５の
実施形態で示したそれらの機能と同様である。
【０２５９】
　次に、一覧形式で情報を表示する場合の多次元表示手段１０５１の動作について説明す
る。まず、多次元表示手段１０５１は、初期表示として、優先度の最も高い多次元分類軸
を多次元分類軸表示部分に表示する。また、多次元表示手段１０５１は、その他の多次元
分類軸候補を多次元分類軸候補一覧に優先度順に表示する。また、多次元表示手段１０５
１は、データ一覧には、データ蓄積部２０３が蓄積する全てのデータを表示する。
【０２６０】
　なお、多次元表示手段１０５１は、多次元分類軸表示部分に表示する多次元分類軸にお
いて、各次元内の分類項目を一つ又は複数選択することによって、それら全てに対応する
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データのみをデータ一覧に表示する。
【０２６１】
　次いで、多次元表示手段１０５１は、多次元分類軸候補一覧表示部分に表示する多次元
分類軸の中のいずれかの分類軸が選択操作されると、多次元分類軸表示部分の内容をこの
選択した多次元分類軸で置き換えて表示する。
【０２６２】
　なお、本実施形態では、次元数が２次元である場合を示したが、多次元表示手段１０５
１は、３次元以上の次元数の多次元分類軸についても、同様の処理に従って表示すること
ができる。この場合、多次元表示手段１０５１は、多次元分類軸表示部分に３次元以降の
分類軸を追加して表示することによって、テータの一覧表示を行う。
【０２６３】
　次に、多次元表示手段１０５１が表形式で情報を表示する場合を説明する。図２６は、
多次元表示手段１０５１が表形式で表示する情報の例を示す図である。図２６に示すよう
に、多次元表示手段１０５１は、多次元分類表、データ一覧、及び多次元分類軸候補一覧
の表示部分を含む表示画面を表示する。
【０２６４】
　多次元表示手段１０５１は、多次元分類表には、多次元分類軸候補のうち最も優先度の
高い多次元分類軸を用いて、横軸に第１次元の情報を表示し、縦軸に第２次元の情報を表
示する。なお、３次元以上の多次元分類表である場合には、多次元表示手段１０５１は、
縦軸や横軸に更にもう１次元分の情報を追加して表示する。例えば、多次元分類表が３次
元である場合、多次元表示手段１０５１は、横軸に第１次元の情報を表示し、その隣に第
３次元の情報を表示し、縦軸に第２次元の情報を配置して表示する。また、多次元表示手
段１０５１は、表の各セルには、どのようなデータが存在するかを示す情報を表示する。
本実施形態では、多次元表示手段１０５１は、データＩＤ群とその数を表示している。
【０２６５】
　また、多次元表示手段１０５１は、多次元分類表のいずれかのセルを選択した際に、そ
の選択したセルに対応するデータ一覧を表示する。本実施形態では、多次元表示手段１０
５１は、データＩＤ、コンテンツ及び分類項目を表示する。なお、多次元表示手段１０５
１は、これらの情報を、データ蓄積部２０３が記憶する情報を参照して表示する。
【０２６６】
　また、多次元表示手段１０５１は、多次元分類軸候補一覧において、優先度を計算した
多次元分類軸を優先度順に表示する。なお、多次元表示手段１０５１は、これらの情報を
、第２の多次元指標計算手段１０３２が計算した結果から得ることができる。
【０２６７】
　次に、表形式で情報を表示する場合の多次元表示手段１０５１の動作について説明する
。まず、多次元表示手段１０５１は、初期表示として、多次元分類表に、優先度の最も高
い多次元分類軸を表示する。この場合、多次元表示手段１０５１は、前述した方法に従っ
て横軸と縦軸とを表示する。なお、多次元表示手段１０５１は、データ一覧には、まだ何
も表示しない。
【０２６８】
　次に、多次元表示手段１０５１は、多次元分類表のいずれかのセルが選択操作された場
合、この選択操作されたセルに対応するデータをデータ一覧に表示する。
【０２６９】
　次に、多次元表示手段１０５１は、多次元分類軸候補一覧からいずれかの多次元分類軸
が選択操作された場合、この選択操作された分類軸を多次元分類表の各軸として表示し直
す。
【０２７０】
　以上に説明したように、本実施形態によれば、第２の多次元指標計算手段１０３３が求
めた多次元の分類軸、優先度及びデータを、一覧形式又は表形式で表示する。そのため、
ユーザに対して、多次元の分類軸の選択状況や優先度、データを視覚的に認識させること
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ができる。
【０２７１】
（第９の実施形態）
　次に、本発明の第９の実施形態について説明する。図２７は、第９の実施形態における
データ分類システムの構成の一例を示すブロック図である。図２７に示すように、本実施
の形態では、データ分類システムが、図２４に示した構成要素に加えて、検索手段１０６
を含む点で、第８の実施形態と異なる。
【０２７２】
　検索手段１０６は、具体的には、プログラムに従って動作する情報処理装置のＣＰＵに
よって実現される。検索手段１０６は、入力手段１０１から検索キーワードと分類項目数
とを受け取り（入力し）、データ蓄積部２０３が記憶するコンテンツやその他の属性部分
の情報を検索する機能を備える。また、検索手段１０６は、検索結果データＩＤ群を取得
（抽出）し、分類軸候補絞込み手段１０２１に渡す（出力する）機能を備える。なお、検
索手段１０６は、検索処理を実行する場合に、既存の全文検索エンジンやリレーショナル
データベースの手法を用いて、コンテンツや属性部分の情報を検索する。
【０２７３】
　本実施の形態では、データ分類システムが、データ蓄積部２０３から検索結果のデータ
ＩＤ群を選択したデータベースに対して処理を行う点が、第８の実施形態と異なる。なお
、データ分類システムが実行するその他の処理は、第８の実施形態で示した処理と同様で
ある。
【０２７４】
　なお、本実施形態において、データ分類システムは、分類軸絞込み手段１０２１と第２
の多次元分類軸作成手段１０２３とに代えて、多次元分類軸作成手段１０２２を用いて処
理を実行してもよい。また、データ分類システムは、第２の多次元指標計算手段１０３３
に代えて、多次元指標計算手段１０３２を用いて処理を実行してもよい。更に、データ分
類システムは、第２の多次元分類軸作成手段１０２３を含まず、第２の多次元指標計算手
段１０３３に代えて、指標計算手段１０３又は第２の指標計算手段１０３１を用いて処理
を実行してもよい。また、データ分類システムは、多次元表示手段１０５１に代えて表示
手段１０５を用いて処理を実行してもよい。
【０２７５】
　上記の構成によって、ユーザの検索結果に対してのみ多次元分類軸、又は分類軸を表示
することができる。
【０２７６】
　以上に説明したように、本実施形態によれば、データ蓄積部２０３が記憶するコンテン
ツやその他の属性部分の情報を検索し、検索した情報についてのみ分類軸候補の絞り込み
を行う。従って、分類階層とその分類項目とに対応するデータ群が与えられたときに、よ
り効率的に独立性を考慮した分類軸候補の優先度を決定することができる。
【０２７７】
（第１０の実施形態）
　次に、本発明の第１０の実施形態について説明する。図２８は、第１０の実施形態にお
けるデータ分類システムの構成の一例を示すブロック図である。図２８に示すように、本
実施形態では、データ分類システムが、図２７に示した構成要素に加えて、データ対応付
け手段１０７を含む点で、第９の実施形態と異なる。
【０２７８】
　データ対応付け手段１０７は、具体的には、プログラムに従って動作する情報処理装置
のＣＰＵによって実現される。データ対応付け手段１０７は、分類階層蓄積部２０１が記
憶する情報とデータ蓄積部２０３が記憶する情報とを参照し、データと分類項目との対応
付けを行う機能を備える。なお、データ対応付け手段１０７は、対応付け方法として、分
類項目名のデータのコンテンツ中の出現による方法や、分類項目名とデータとのコンテン
ツのコサイン類似度を測る方法等の既存の手法を用いて、対応付けを行うことができる。
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【０２７９】
　なお、データ対応付け手段１０７は、第２の多次元分類軸候補作成手段１０２３が分類
軸候補を作成する前に、対応付けを行うことが望ましい。
【０２８０】
　なお、本実施形態において、データ分類システムは、分類軸絞込み手段１０２１と第２
の多次元分類軸作成手段１０２３とに代えて、多次元分類軸作成手段１０２２を用いて処
理を実行してもよい。また、データ分類システムは、第２の多次元指標計算手段１０３３
に代えて、多次元指標計算手段１０３２を用いて処理を実行してもよい。更に、データ分
類システムは、第２の多次元分類軸作成手段１０２３を含まず、第２の多次元指標計算手
段１０３３に代えて、指標計算手段１０３又は第２の指標計算手段１０３１を用いて処理
を実行してもよい。また、データ分類システムは、多次元表示手段１０５１に代えて、表
示手段１０５を用いて処理を実行してもよい。
【０２８１】
　以上に説明したように、本実施形態によれば、分類階層蓄積部２０１が記憶する情報と
データ蓄積部２０３が記憶する情報とを参照し、データと分類項目との対応付けを行った
上で、分類軸候補の絞り込みを行う。従って、分類階層とその分類項目とに対応するデー
タ群が与えられたときに、より的確に独立性を考慮した分類軸候補の優先度を決定するこ
とができる。
【０２８２】
　次に、データ分類システムの最小構成について説明する。図２９は、データ分類システ
ムの最小の構成例を示すブロック図である。図２９に示すように、データ分類システムは
、最小の構成要素として、基準項目蓄積部２０２、分類軸候補作成手段１０２、及び指標
計算手段１０３を含む。
【０２８３】
　基準項目蓄積部２０２は、分類項目を選択するための基準項目となる分類項目群を予め
蓄積する。また、分類軸候補作成手段１０２は、基準項目の子孫の分類項目においてデー
タに少なくとも１つ対応する分類項目の組合せに基づいて、分類軸候補を作成する機能を
備える。また、指標計算手段１０３は、分類階層における分類項目間の階層的な距離に基
づいて、分類軸候補作成手段が作成した分類軸候補について、当該分類軸候補の優先度を
計算する機能を備える。
【０２８４】
　図２９に示す最小構成のデータ分類システムによれば、優先度計算手段が分類項目間の
階層的な距離に基づいて、独立性を考慮して分類軸候補の優先度を決定する。そのため、
分類階層に似た分類項目がある場合であっても、ユーザに対してわかりやすい分類軸を提
供することができる。
【０２８５】
　なお、上記の各実施形態では、以下の（１）～（１６）に示すようなデータ分類システ
ムの特徴的構成が示されている。
【０２８６】
　（１）データ分類システムは、階層的な分類項目と、当該分類項目に対応するデータ群
とに基づいて、データ群に対応する分類項目を複数選択して分類軸として出力するデータ
分類システムであって、分類項目を選択するための基準項目となる分類項目群を予め蓄積
する基準項目蓄積手段（例えば、基準項目蓄積部２０２によって実現される）と、基準項
目の子孫の分類項目においてデータに少なくとも１つ対応する分類項目の組合せに基づい
て、分類軸候補を作成する分類軸候補作成手段（例えば、分類軸候補作成手段１０２によ
って実現される）と、分類階層における分類項目間の階層的な距離に基づいて、分類軸候
補作成手段が作成した分類軸候補について、当該分類軸候補の優先度を計算する優先度計
算手段（例えば、指標計算手段１０３によって実現される）と、を備えたことを特徴とす
る。
【０２８７】
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　（２）データ分類システムにおいて、優先度計算手段は、分類項目間の階層的な距離と
して、分類階層における分類項目間の共通の先祖まで長さに応じて、優先度を変更するよ
うに構成されていてもよい。
【０２８８】
　（３）データ分類システムにおいて、優先度計算手段は、分類階層における分類項目間
の階層的な距離を計算し、更に、分類項目の分類階層での深さ、分類項目群に対応するデ
ータ量、又は分類項目群に対応するデータの重複度合いのうちの少なくともいずれか１つ
に基づいて、分類軸候補の優先度を決定するように構成されていてもよい。
【０２８９】
　（４）データ分類システムにおいて、分類軸候補作成手段は、分類項目に対応するデー
タ量と、分類階層における分類項目間の階層的な距離とに基づいて、計算対象となる分類
軸候補を絞り込むように構成されていてもよい。
【０２９０】
　（５）データ分類システムにおいて、分類軸候補作成手段は、分類項目に対応するデー
タ量が所定数以上であるか、又は上位所定割合以内であるかのうちの少なくともいずれか
一方の条件をみたし、且つ分類項目間の共通の祖先の分類項目までの長さが特定の範囲内
にとなる分類軸を選択するように構成されていてもよい。
【０２９１】
　（６）データ分類システムは、分類軸候補作成手段が作成した分類軸候補と、優先度計
算手段が計算した優先度とを読み込み、データ群とともに表示制御する表示制御手段（例
えば、表示手段１０５によって実現される）を備え、表示制御手段は、分類軸候補を優先
度順に表示し、分類軸候補を選択することによって分類軸を切り替えて表示し、分類軸内
の分類項目を選択することによって、データ群を選択又は絞り込み可能であるように構成
されていてもよい。
【０２９２】
　（７）データ分類システムは、データ群を検索キーワードに基づいて検索し、データ群
を検索した結果を分類軸候補作成手段に出力するデータ検索手段（例えば、検索手段１０
６によって実現される）を備え、分類軸候補作成手段は、データ検索手段の検索結果に基
づいて分類軸候補を作成し、優先度計算手段は、データ検索手段が検索したデータ群に対
応する分類軸の優先度を計算するように構成されていてもよい。
【０２９３】
　（８）データ分類システムは、階層的な分類項目とデータ群とを入力し、入力した分類
項目とデータとの対応付けを行うデータ対応付け手段（例えば、データ対応付け手段１０
７によって実現される）を備えるように構成されていてもよい。
【０２９４】
　（９）データ分類システムは、階層的な分類項目と、当該分類項目に対応するデータ群
とに基づいて、データ群に対応する分類項目を複数選択して分類軸を作成し、複数の分類
軸の組合せを出力するデータ分類システムであって、分類項目を選択するための基準項目
となる分類項目群を予め蓄積する基準項目蓄積手段（例えば、基準項目蓄積部２０２によ
って実現される）と、基準項目の子孫の分類項目においてデータに少なくとも１つ対応す
る分類項目の組合せに基づいて分類軸候補を作成し、複数の分類軸候補を組合せることに
よって、多次元分類軸候補を作成する多次元分類軸候補作成手段（例えば、多次元分類軸
候補作成手段１０２２によって実現される）と、分類階層における分類項目間の階層的な
距離に基づいて、多次元分類軸候補作成手段が作成した多次元分類軸候補について、当該
多次元分類軸候補の優先度を計算する多次元優先度計算手段（例えば、多次元指標計算手
段１０３２によって実現される）とを備えるように構成されていてもよい。
【０２９５】
　（１０）データ分類システムにおいて、多次元優先度計算手段は、分類階層での分類項
目間の階層的な距離として、分類階層における分類項目間の共通の先祖までの長さに応じ
て、多次元分類軸の優先度を変更するように構成されていてもよい。
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【０２９６】
　（１１）データ分類システムにおいて、多次元優先度計算手段は、各次元の分類軸の分
類階層における分類項目間の階層的な距離を計算し、更に、各次元の分類軸の分類項目の
分類階層での深さ、分類項目群に対応するデータ量、又は分類項目群に対応するデータの
重複度合いのうちの少なくともいずれか１つに基づいて、多次元分類軸候補の優先度を決
定するように構成されていてもよい。
【０２９７】
　（１２）データ分類システムにおいて、多次元分類軸候補作成手段は、各次元の分類軸
に対応するデータ量と、各次元の分類軸の分類項目間の階層的な距離とに基づいて、計算
対象となる多次元分類軸候補を絞り込むように構成されていてもよい。
【０２９８】
　（１３）データ分類システムにおいて、多次元分類軸候補作成手段は、各次元の分類軸
の分類項目に対応するデータ量が所定数以上であるか、又は上位所定割合以内である分類
項目を含み、且つ各次元の分類軸の分類項目間の階層的な距離として分類項目間の共通祖
先までの長さが特定の範囲内となる分類項目を含む多次元分類軸を選択するように構成さ
れていてもよい。
【０２９９】
　（１４）データ分類システムは、多次元分類軸候補作成手段が作成した多次元分類軸候
補と、多次元優先度計算手段が計算した優先度とを読み込み、データ群とともに一覧形式
又は表形式で表示制御する多次元表示制御手段（例えば、多次元表示手段１０５１によっ
て実現される）を備え、多次元表示制御手段は、多次元分類軸候補を選択し、各次元の分
類項目を表形式又は一覧形式に配置して表示し、１つ又は複数の分類項目を選択すること
によって、選択した分類項目に対応するデータの数、データ名、データ属性又は特徴語の
うちの少なくともいずれか１つを表示するように構成されていてもよい。
【０３００】
　（１５）データ分類システムは、データ群を検索キーワードに基づいて検索し、データ
群を検索した結果を多次元分類軸候補作成手段に出力するデータ検索手段（例えば、検索
手段１０６によって実現される）を備えるように構成されていてもよい。
【０３０１】
　（１６）データ分類システムは、階層的な分類項目とデータ群とを入力し、入力した分
類項目とデータとの対応付けを行うデータ対応付け手段（例えば、データ対応付け手段１
０７によって実現される）を備えるように構成されていてもよい。
【０３０２】
　本発明は、上述の実施形態に限定されず、本発明の主旨を逸脱しない範囲で、適宜修正
や変更が可能である。
【産業上の利用可能性】
【０３０３】
　本発明は、大量文書群の概要把握を支援するための文書分類装置や、このような文書分
類装置を実現するためのプログラムの用途に適用できる。また、本発明は、大量の画像を
分類して表示する分類表示装置や、かかる分類表示装置を実現するためのプログラムの用
途にも適用可能である。
【符号の説明】
【０３０４】
　１０１　　入力手段
　１０２　　分類軸候補作成手段
　１０３　　指標計算手段
　１０４　　出力手段
　１０５　　表示手段
　１０６　　検索手段
　１０７　　データ対応付け手段
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　２０１　　分類階層蓄積部
　２０２　　基準項目蓄積部
　２０３　　データ蓄積部
　１０２１　　分類軸候補絞込み手段
　１０２２　　多次元分類軸候補作成手段
　１０２３　　第２の多次元分類軸候補作成手段
　１０３１　　第２の指標計算手段
　１０３２　　多次元指標計算手段
　１０３３　　第２の多次元指標計算手段
　１０５１　　多次元表示手段
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